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症例報告

Bisoprololが頻脈の改善に有効であった成人先天性心疾患合併Graves病
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Report of Two Cases of Hyperthyroidism (Graves’ Disease) in Adult Congenital
Heart Disease─Indicating the Effectiveness of Bisoprolol for Tachycardia─
Jun Maeda, Tomohiro Ishii, Kazuki Kodo, Takuya Hayashi, Ryouhei Gatayama,
Takuya Tamame, Hiroyuki Fukushima, and Hiroyuku Yamagishi
Department of Pediatrics, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan

We report two cases of hyperthyroidism (Graves’ disease) with adult congenital heart disease (corrected transposition of the
great arteries and aortic stenosis and insufficiency) suffering from palpitation and fatigue. Both patients showed tachycardia,
edema, and a high level of plasma brain natriuretic peptide (BNP). Because these findings are typical for congestive heart failure, it was necessary for us to rule out worsening heart failure resulting from existing cardiovascular disease in order to make a
diagnosis of Graves’ disease. We administered a selective 1 blockade, bisoprolol fumarate (Maintate®), to treat tachycardia
along with an anti-thyroid agent for Graves’ disease. Soon after the introduction of bisoprolol, tachycardia and plasma BNP
level were significantly improved. Our observations suggest that bisoprolol could be effective for tachycardia and could prevent deterioration of hemodynamics as a result of Graves’ disease in patients with adult congenital heart disease.
要

旨

動悸，易疲労性を主訴に受診し，Graves病と診断された成人先天性心疾患女性を 2 症例（修正大血管転位 1 例，
大動脈弁狭窄兼閉鎖不全 1 例）
経験した．2 例とも頻脈，浮腫，血漿脳性ナトリウム利尿性ペプチド
（brain natriuretic
peptide：BNP）上昇があり，基礎心疾患による心不全との鑑別を要した．抗甲状腺薬と同時に，1選択的遮断薬
を併用し，症状，BNP値の改善を得た．Graves病を合併した成人先天性心
bisoprolol fumarate（Maintate®：bisoprolol）
疾患において，bisoprololは頻脈改善に有効であり，早期導入により血行動態の悪化を予防できる．

背

コラミン感受性を高めるという機序3）や，甲状腺ホル

景

モン自体が直接心筋に作用して，カテコラミン類似作

甲状腺ホルモン分泌の異常亢進による動悸，頻脈，

用を示す4）という機序が推測されている．したがっ

振戦，体重減少などの症状を来す疾患を甲状腺機能亢

て，甲状腺ホルモン過剰の結果，交感神経過緊張が起

進症と総称する．そのなかで最も頻度の高い原発性甲

こり，心拍数，左室収縮および拡張能の増加を来し，

状腺機能亢進症
（Graves病）の有病率は，日本人女性に

心拍出量増加，容量負荷により，高拍出性心不全が招

1）

おいて約0.4％と報告されている ．その成因として自

来される5）．また，Graves病の心血管合併症として，

己免疫機序が考えられており，他の自己免疫疾患と同

心房細動，三尖弁閉鎖不全，肺高血圧が知られてい

2）

様に成人女性に多く（男女比，1：10） ，成人先天性心

る6–8）．特に肺高血圧は，心エコー検査を用いた前方視

疾患の女性に合併する例も少なくない．

的検討によれば，Graves病の40〜50％の症例に合併す

Graves病の動悸，頻脈などの循環器症状の原因とし
て，過剰に分泌された甲状腺ホルモンが，組織のカテ
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ると報告されており9–11），心不全の増悪因子にもなり
得る．
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Graves病の治療では，まず薬物による内科的治療が

整，血圧110/74mmHg．発汗，振戦なし．眼球突出な

試みられる．米国ではアイソトープが好んで用いられ

し．甲状腺のびまん性腫大あり（七条分類II〜III度），

るのに対し，本邦では抗甲状腺薬としてthiamazoleが

軟，圧痛なし．頸部血管雑音なし．眼球結膜貧血な

2，12）

．動悸，頻脈，振戦などの

し．肺野清，呼吸音減弱なし．心音S1，S2正常，S3，

交感神経亢進症状の改善を目的として遮断薬を併用

S4聴取せず．grade 2 の収縮期性雑音を胸骨左縁下部

することがあり，従来から非選択的遮断薬である

に聴取．肝脾腫なし．下肢浮腫軽度あり．

使用されることが多い

2）

propranololが用いられてきた ．しかし近年，生物学

胸部X線写真：心胸郭比53.5％．

的利用率が高く，即効性のある選択的1遮断薬biso-

心電図：洞調律，QRS軸 +10度，心拍数107/分，第

prololが使用されることがあり，その有効性が報告さ

1 度房室ブロック（PQ間隔0.24秒），左室肥大（SV1 + RV6

れている13–16）．

= 40mm）．

今回，われわれは，先天性心疾患で幼少時から継続
的に経過観察している女性患者で，Graves病を発症し

心エコー：三尖弁閉鎖不全II度，僧帽弁閉鎖不全な
し，心室中隔圧排所見なし，心囊液貯留なし．

た 2 例を経験した．いずれも頻脈，動悸，易疲労感で
発症し，浮腫，血漿BNP値上昇が認められた．症例 1

ホルター心電図：心拍数71〜171bpm
（平均109bpm）
，
洞性頻脈あり，心室性期外収縮散発．

では，基礎心疾患に起因する心不全の悪化と考え，抗

血漿心房性ナトリウム利尿性ペプチド（atrial natri-

心不全療法を行ったが軽快せず，Graves病と診断後，

uretic peptide：ANP）85.8pg/ml，BNP 241.4pg/ml，遊離

抗甲状腺薬，bisoprolol投与で改善した．症例 2 は，早

型トリヨードサイロニン（triiodothyronine, free：fT3）

期にGraves病と診断されたが，抗甲状腺薬のみでは頻

26.1pg/ml，遊離型サイロキシン（thyroxine, free：fT4）

脈，動悸が改善せず，bisoprolol併用により改善した．

6.3ng/dl，甲状腺刺激ホルモン（thyroid-stimulating hor-

2 例とも頻脈に加え，浮腫，体重増加を呈し，体重減

mone：TSH）0.01 IU/ml，甲状腺刺激ホルモン受容体

少という典型的なGraves病の症状を認めず，心不全と

抗体（TSH-receptor antibody：TRAB）66.0％（基準値15％

の鑑別が困難であった．また，bisoprololはGraves病の

以下），甲状腺刺激ホルモン刺激性受容体抗体（thyroid-

交感神経亢進症状を改善し，基礎心疾患の血行動態悪

stimulating antibody：TSAB）
940％
（基準値180％未満）
．

化による心不全を予防するために有用であると考えら

甲状腺エコー：腫瘍性病変なし，血流増加あり．

れた．

99m

症

例

1．症例 1
24歳，女性．修正大血管転位，三尖弁閉鎖不全II度
（心内奇形なし）
．

Tc甲状腺シンチグラフィ：びまん性の集積亢進，

腫大あり．
123

I甲状腺シンチグラフィ：投与 3 時間後の甲状腺

123

I摂取率24.0％．
3）入院後経過（Fig. 1）
入院後，頻脈，発汗過多が持続し，触診上，甲状腺

1）
病歴

のびまん性腫大が確認されたため，内分泌学的検査，

6 歳時から当科で経過観察中．三尖弁閉鎖不全，易

画像検査を行った．その結果，fT3およびfT4高値，

疲労感（NYHA II度）があり，22歳時からアンジオテン

TSH低値，TSAB高値，甲状腺ホルモン高値にもかか

シン変換酵素阻害薬
（enalapril）を内服．房室ブロック

わらず，123Iの摂取率が高値であることから，Graves病

の既往はない．入院 7 カ月前から動悸，暑気を訴え，

と診断した．ただちに抗甲状腺薬であるthiamazoleを

頻脈（心拍数120/分）
，下肢浮腫，体重増加
（4 カ月間で

30mg/日分 3 内服で開始した．動悸の訴えが強く，頻

2.0kg増）を認めた．胸部X線写真上，心拡大はなく，

脈も明らかであったため，選択的1遮断薬であるbiso-

心エコー上，三尖弁閉鎖不全の増悪を認めなかった

prololを併用する方針とした．合併心疾患があり，遮

が， 血 漿BNP値 の 上 昇
（9 カ 月 前21.8pg/ml→ 受 診 時

断薬使用により心機能が悪化する可能性も考え，thia-

241.4pg/ml）
があり心不全と診断し，enalaprilに加え利

mazole開始 2 日後から，bisoprololを少量（1.5mg/日分 1

尿薬
（furosemide，spironolactone）
，digoxin内服を開始

内服）で開始した．開始翌日から動悸は消失した．開

した．治療開始後BNP値は163.6pg/mlに改善したが，

始 6 日後に浮腫は消失，心拍数は75/分まで低下し，

易疲労感，暑気，頻脈，浮腫は持続した．安静，塩分

BNP値も改善（62.7pg/ml）した．甲状腺機能も改善した

制限等，抗心不全療法を強化する目的で入院した．

ため，治療開始約 2 週間後から抗甲状腺薬を漸減し

54

2）
入院時現症・検査所見

た．以後再燃なく，甲状腺機能は治療開始約 1 カ月後

身長150.9cm，体重43.2kg．体温36.8度，脈拍120/分

に正常化した．治療開始 3 カ月後のTSABが2,100％と
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Clinical course of case 1.
CTR: cardiothoracic ratio, HR: heart rate

まだ高値であり，無顆粒球症などの副作用に留意しな

腫は明らかでなかったが，眼球突出，両側上肢の振戦

がら，抗甲状腺薬を少量
（thiamazole 2.5mg/日）で継続

があり，甲状腺機能亢進症が疑われた．

した．頻脈改善後も，たびたび暑気を訴えたため，交

2）治療開始時現症・検査所見

感神経亢進症状が残存していると考え，症状が軽快す

身長152.9cm，体重48.9kg．脈拍110/分整，血圧121/

るまでbisoprololを継続する方針とした．経過中，肝機

72mmHg．甲状腺腫触知せず，同部位の圧痛なし．頸

能障害を認めなかった．

部血管雑音なし．両側眼球突出軽度あり．両側上肢振
戦あり．肺野清．胸骨傍拍動あり．S1正常，S2分裂，

2．症例 2
35歳，女性．心室中隔欠損術後，大動脈弁狭窄兼閉
鎖不全．

S3，S4聴取せず．grade 3の収縮期駆出性雑音を胸骨左
縁上部に，grade 2の拡張期高調性雑音を胸骨右縁上部
に聴取．肝脾腫なし．下肢浮腫軽度あり．

1）
病歴

胸部X線写真：心胸郭比44％．

16歳時に大動脈弁下部心室中隔欠損閉鎖術および大

心電図：洞調律，QRS軸 +70度，左室肥大（SV1 + RV6

動脈弁形成術を受けた．以後，軽度の大動脈弁狭窄兼

= 56mm）．

閉鎖不全が残存したが，無投薬で経過観察されてい

心エコー：大動脈閉鎖不全 I 度，狭窄所見なし，大

た．妊娠した際に，一過性に左室−大動脈圧較差が増

動 脈 弁 輪16.9mm， 左 室 拡 張 末 期 径50.1mm， 駆 出 率

大したが，帝王切開により分娩後，圧較差は軽快し

80.2％，三尖弁閉鎖不全なし，心室中隔圧排所見な

た．分娩 8 カ月後に動悸が始まり受診した．頻脈（心

し，心囊液貯留なし．ANP 53.7pg/ml，BNP 249.4pg/ml，

拍数110/分），下腿浮腫，体重増加（分娩前より1kg増）

fT3 19.5pg/ml，fT4 6.1ng/dl，TSH 0.01IU/ml，TRAB

が認められた．胸部X線上，心拡大はなく，心エコー

61.1％，TSAB 1,720％，アスパラギン酸アミノトラン

上，弁疾患の増悪はなかったが，血漿BNP値の上昇が

スフェラーゼ（aspartate aminotransferase：AST）30IU/

あった（4 年前22.5pg/ml→受診時249.4pg/ml）
．甲状腺

l，アラニンアミノトランスフェラーゼ
（alanine amin-

平成20年11月 1 日
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Clinical course of case 2.
CTR: cardiothoracic ratio, LVIDd: left ventricular internal diameter in end-diastole, LVEF: left ventricular ejection fraction

otransferase：ALT）44IU/l．
甲状腺エコー：腫瘍性病変なし，びまん性腫大，血
流増加あり．

増量（300mg/日）した．増量後，BNP値は77.0pg/mlまで
改善したが，上記症状および甲状腺ホルモン高値は持
続した．PTUの副作用による肝機能障害（AST 278IU/

3）
治療後経過
（Fig. 2）

l，ALT 471IU/l）が出現したため，PTU内服を中止し

身体所見，検査所見からGraves病と診断した．病状

た．同時期に，母乳栄養は終了していたため，抗甲状

を観察し，抗甲状腺薬治療を開始するため入院治療が

腺薬としてthiamazole 20mg/日分 3 内服へ変更した．

望ましいと考えたが，育児等家庭の事情から外来で治

thiamazole開始後も動悸，頻脈が持続したため，1 カ月

療を行うことになった．母乳栄養中であったため，抗

後からbisoprololを併用した．症例 1 と同様，bisoprolol

甲状腺薬として母乳中への移行が少ないpropylthioura-

を1.5mg/日分 1 内服から導入し，1 カ月ごとに2.0mg/

cil
（PTU）
を300mg/日分 3 内服で開始した．動悸を自覚

日，2.5mg/日に漸増した．開始 3 日後から動悸，振戦

したが自制範囲内であり，母乳への移行を考えて遮

は消失し，開始 1 カ月後に浮腫は消失し，心拍数（95/

断薬の投与は控えた．治療開始 2 カ月後までに，甲状

分），BNP（50.7pg/ml）， 肝 機 能
（AST 40IU/l，ALT

腺 ホ ル モ ン 値 は 治 療 前 よ り 半 減（fT3 9.8pg/ml，fT4

57IU/l）も改善した．thiamazole開始 1 カ月半後，甲状

2.8ng/dl）
し，PTUを150mg/日に漸減した．しかし，以

腺ホルモン値の改善
（fT3 6.3pg/ml，fT4 1.7ng/dl）を認

後甲状腺ホルモン値の改善がなく，動悸，頻脈，振戦

め，thiamazoleを15mg/日に減量した．以後，動悸，頻

が持続したため，治療開始 3 カ月後から，PTUを再度

脈はなく，肝機能障害の再燃を認めていないが，たび
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たび振戦を認め，BNP軽度上昇
（63.2pg/ml）
が続くこと

果を比較検討し，bisoprololの優位性を示した報告はな

から，潜在的交感神経亢進症状が持続していると考

いが，今回の 2 症例では，血行動態の悪化を防止する

え，症状，検査値が軽快するまでbisoprololも継続する

ために速やかな頻脈改善を期待して，propranololでは

方針とした．

なくbisoprololを選択した．
考

成人の慢性心不全におけるbisoprololの有効性はすで

察

に報告されており，非選択的遮断薬であるcarvedilol

Graves病に伴う心血管合併症は可逆的であるが，無

と同様，心不全による死亡率，入院率を減少させるこ

治療の場合，血行動態悪化の原因となるため11），早期

とが明らかにされている19，20）．しかし，虚血性，高血

診断，治療が必要である．基礎疾患に心血管病変があ

圧性心疾患や心筋症を背景とする心収縮力低下に起因

る場合，交感神経亢進症状により心負荷が増大し，心

する心不全と異なり，心臓の解剖学的異常による圧・

不全が進行することがある．今回報告した 2 症例のよ

容量負荷に伴う心不全に対するbisoprololの有効性の報

うにGraves病に特徴的な体重減少が認められず，むし

告はほとんどない．今回提示した 2 症例には，いずれ

ろ浮腫，体重増加が顕在化して，臨床診断を困難にす

も圧・容量負荷を来す心疾患が合併し，血漿BNP値も

る可能性がある．先天性心疾患を有する成人，特に女

上昇したことから，Graves病による交感神経機能亢進

性において，頻脈，あるいは急激に発症した心不全を

が基礎疾患に伴う慢性心不全を招来したと考えられ

認めた場合，比較的頻度の高い疾患である甲状腺機能

た．bisoprololの導入に際しては，成人の慢性心不全に

亢進症の合併を鑑別する必要がある．Graves病の合併

対する投与法に準じ，少量から開始して漸増する19，20）

が明らかになった場合，甲状腺に対する治療と同時

ことにより，良好な結果を得た．bisoprololは高い1選

に，早期から遮断薬を投与することにより，心不全

択的遮断作用と生体内利用率を有するため，少量投与

の進行を予防できる可能性が示唆された．

で十分な心拍数減少効果・抗心不全効果が得られ，副

bisoprololは，propranololと比較して，4〜5 倍の遮断

作用を避けることができたと考えられる．

効力を有し，かつ高い1選択性により，脂質，糖代謝
に及ぼす影響が少ない．内因性交感神経刺激作用をも
たないことから，動悸，頻脈などの循環器系症状の改

本論文の要旨は，第 9 回日本成人先天性心疾患研究会
（2007年，東京）で発表した．

善に適していると考えられる．また，消化管吸収が良
好で，肝初回通過効果が小さいため，生体内利用率が
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