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小児開心術後頻脈性不整脈に対する超短時間作用型b遮断薬； 
塩酸ランジオロールの使用経験
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Tachyarrhythmia after pediatric cardiac surgery often leads to hemodynamic instability and requires prompt management. We 
report four pediatric cases of various tachyarrhythmia successfully treated with an ultra-short-acting b-blocker; landiolol hy-
drochloride after open-heart surgery. Case 1: A 9-year-old girl had been diagnosed as having asplenia and pulmonary atresia. 
Paroxysmal atrial fibrillation occurred immediately after she underwent total cavopulmonary shunt and was successfully con-
trolled by 40 eg/kg/min of landiolol. Case 2: A 10-day-old boy was diagnosed as having d-transposition of the great arteries. 
After the arterial switch operation, junctional ectopic tachycardia developed. Administration of 40 eg/kg/min of landiolol de-
creased his heart rate and resumed sinus rhythm within several hours, although epicardial pacing was required at 48 hours after 
the administration due to bradycardia. Case 3: A 6-year-old boy had been treated for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. 
He developed complete A-V block after septal myectomy, and DDD pacemaker implantation was required. Since his atrial rate 
was too fast for adequate DDD pacing, 8 eg/kg/min of landiolol was initiated to modulate the atrial rate. After landiolol de-
creased his atrial rate, DDD pacing was successfully introduced. Case 4 : A 4-day-old boy underwent repair of infracardiac to-
tal anomalous of pulmonary venous connection. His postoperative course was complicated by rapid atrial flutter that impaired 
cardiac output. After 3 eg/kg/min of landiolol was administered, his heart rate was decreased and stabilized. Landiolol was 
efficacious in treating various tachyarrhythmias after pediatric cardiac surgery, specifically showing negative chronotropic 
effects without significant hemodynamic detriment. However, since neither the indication nor protocol in pediatric patients 
has been well established, secure monitoring and backup pacing is essential.

要　　旨
　小児開心術後の頻脈性不整脈は血行動態に悪影響を及ぼし，治療に難渋することが少なくない．今回われわれ
は，静注用超短時間作用型b遮断薬である塩酸ランジオロールによって頻脈性不整脈の制御をなし得た小児開心術
後の 4 症例について報告する．症例 1 は 9 歳の女児．無脾症候群，肺動脈閉鎖．total cavopulmonary shunt術直後の
発作性心房細動に対して塩酸ランジオロール40eg/kg/分を使用し，2 日目に洞調律に復帰した．症例 2 は日齢10の
男児．完全大血管転位症 I 型に対する大血管スイッチ術後に心拍数180～190/分の異所性接合部頻拍を生じた．ラ
ンジオロールを40eg/kg/分で開始し洞調律に復帰した．症例 3 は 6 歳の男児．閉塞性肥大型心筋症に対する中隔心
筋切除術後に完全房室ブロックを生じ，ペースメーカー植込み後に洞性頻脈を認めた．塩酸ランジオロール 8eg/

kg/分で心房心拍数を制御し，DDDペーシングの安全な導入に至った．症例 4 は日齢 4 の男児．下心臓型総肺静脈
還流異常症の修復術後に心拍数180/分の心房粗動となったが，塩酸ランジオロール 3eg/kg/分で心拍数の制御が可
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量とされる10eg/kg/分に減量し，開始から 5 時間後に
心拍数90/分の洞調律に復帰した．復帰から約 1 時間
後に塩酸ランジオロールを中止すると再び心房細動と
なったため，10eg/kg/分で再開することにより洞調律
に復した．経過中，塩酸ランジオロールによる有意な
血圧低下は認めなかった．塩酸ランジオロールは第 2 病
日に中止したが，以後不整脈の再発はなかった（Fig. 1）．

2．症例 2：日齢10，男児
　1）診断：完全大血管転位症 I 型
　2）現病歴：日齢10に大血管スイッチ術を行った．
　3）術後経過：術後12時間目に心拍数180～190/分の
異所性接合部頻拍（junctional ectopic tachycardia：JET）
となり血圧の低下を来した（Fig. 2）．使用していたカ
テコラミンを減量したがJETに変化なく，全身冷却，
電解質補正，ジゴキシンも無効であった．塩酸ランジ
オロールを40eg/kg/分で開始したところ，JETと洞調
律を繰り返しながら心拍数は徐々に160/分前後まで低

はじめに

　小児開心術後の頻脈性不整脈は血行動態に悪影響を
及ぼし迅速かつ積極的な治療を要するが，その発症機
序や治療法は必ずしも定まってはいない1–3）．塩酸ラン
ジオロール（オノアクト®，小野薬品工業，大阪）は本
邦で新しく開発された静注用超短時間作用型b遮断薬
で，2006年に術後患者への適応が認可された．成人に
おいては開心術周術期頻脈性不整脈に対する有用性が
すでに複数報告されているが4–8），小児における使用経
験は浅くいまだ論文としての記述を見ていない．今回
われわれは，塩酸ランジオロールが小児開心術後に生
じたいくつかの異なる頻脈性不整脈の制御に有効で
あった 4 症例の経験を踏まえ，その有用性と使用上の
問題点を考察する．

症　例

1．症例 1：9 歳，女児
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Fig. 1 Case 1: Time course of hemodynamic data during administration of lan-
diolol. Landiolol was discontinued at postoperative day 2 without recur-
rence of atrial fibrillation.

 HR: heart failure, bpm: beats per minutes, DC: direct-current cardioversion, 
sBP: systolic blood pressure, af: atrial fibrillation, AAI: AAI pacing

能であった．以上の経験から，塩酸ランジオロールは血圧低下等の循環動態の破綻を招くことなく陰性変時作用
優位の薬理効果を発揮し，循環動態に余裕のない小児開心術後の頻脈性不整脈に対する薬物療法において有用な
選択肢の一つである可能性が示唆された．しかしながら，小児臨床における使用経験はいまだ浅く，慎重な用量
調節，厳重なモニタリングおよびバックアップペーシングを行いながらの症例の蓄積が必要である．

　1）診断：無脾症候群，単心房，単心
室，肺動脈閉鎖，主要大動脈肺動脈側
副動脈，下大静脈離断，奇静脈結合
　2）現病歴：8 歳時の両側肺動脈統合
（uniforcalization）とmodified Blalock-Taus-

sig shunt術を経て，今回total cavopulmo-

nary shunt（Kawashima手術）を行った．
　3）術後経過：閉胸時に心拍数140/分の
発作性心房細動となり，中心静脈圧の
上昇，動脈血酸素飽和度の低下，収縮
期血圧の低下を来した．使用していた
カテコラミンを減量したが心拍数に変
化はなかった．電気的除細動も無効で
あったため，塩酸ランジオロールを添
付文書中の初期量である40eg/kg/分で開
始した．開始から約 1 時間後，心房細
動のままではあったが心拍数は120/分台
まで低下し，これに伴って収縮期血圧
は改善，中心静脈圧の低下と動脈血酸
素飽和度の改善を認めた．その後維持
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Fig. 2 Electrocardiogram of Case 2 showed junctional ectopic tachycardia.

下した．塩酸ランジオロール使用による有意な血圧低
下はなく，むしろ心拍数の低下に伴い血圧は上昇し
た．約 9 時間後には心拍数150/分台の洞調律で安定し
たため10eg/kg/分に減量し，その後も洞調律を維持し
た．使用開始から48時間後に心拍数100/分の徐脈と
なったため，塩酸ランジオロールを中止して心房ペー
シングを開始し，循環動態の安定を得た．以後JETの
再発は見なかった（Fig. 3）．

3．症例 3：6 歳，男児
　1）診断：閉塞性肥大型心筋症，気管支喘息
　2）現病歴：生後11カ月時に心雑音を契機に上記診断
され，b遮断薬であるメトプロロール 7mg/kg/日の内服
で経過観察されていた．6 歳時に失神等の低心拍出症
状が出現し，左室内圧較差の進行を認めたため，中隔
心筋切除術を行った．術直後から完全房室ブロックと
なり，第 9 病日にDDDペースメーカーの植込みを余儀
なくされた．
　3）術後経過：ペースメーカー植込み時の心房心拍数
は120/分であり，そのままDDDペーシングを導入すれ

ば心筋酸素消費量が過大になると考え，
心房心拍数の制御のために塩酸ランジオ
ロールを開始した．この時すでにカテコ
ラミンは使用していなかった．これ以前
の症例において10eg/kg/分の使用量で徐脈
となった経験から 8eg/kg/分を初期量とし
て塩酸ランジオロールを開始し，同時に
メトプロロールの内服を30mg/日から開始
した．第 5 病日に心房心拍数は90 /分に低
下し，心拍数80/分のDDDペーシングを導
入することができた．ペースメーカー植
込みから 7 日目にメトプロロール50mg/日
の内服とし塩酸ランジオロールは中止し
た．塩酸ランジオロール使用中に喘息発
作は認めなかった．

4．症例 4：日齢 4，男児
　1）診断：下心臓型総肺静脈還流異常症
　2）現病歴：日齢 4 に根治術を行った．
　3）術後経過：肺高血圧の残存により呼
吸不全と心不全が遷延したため長期人工
呼吸器管理となった．第14病日に心拍数
180/分の 2：1 および 3：1 の心房粗動が
出現し，末梢循環不全，尿量減少などの
低心拍出症状がみられた．ドパミンの使
用を中止し，電気的除細動により一時洞

調律に復帰したものの再び心房粗動となり，塩酸ラン
ジオロールを 3eg/kg/分で開始した．心房粗動のまま
心拍数は30分ほどで120/分に低下し，1eg/kg/分の持続
静注で血圧の低下なく心拍数は安定した（Fig. 4）．経
口のプロプラノロール 1mg/kg/日とフレカイニド 2mg/

kg/日を開始し塩酸ランジオロールは翌日に中止し
た．しかしながら，本症例においてはその後も心房粗
動の制御に難渋し，心房粗動と洞調律を繰り返したた
め食道オーバードライブペーシングや電気的除細動を
行い内服薬の調整を行っていたが，塩酸ランジオロー
ル中止後21日目に 5eg/kg/分の持続静注を再開し心拍
コントロールを行った．最終的にソタロール 5mg/kg/

日の内服で洞調律を維持することができ，塩酸ランジ
オロールから離脱した．

考　察

　小児開心術後の頻脈性不整脈は少なからず血行動態
に悪影響を及ぼし緊急的な対処が必要となる．その発
生頻度は10～20％にも達するとの報告があるが2，3），
いまだ普遍的な治療法は確立されていない．鎮静，全
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Fig. 4 Case 3: Electrocardiogram before and after administration of landiolol. 2:1 atrial flutter (HR 180–190 bpm) converted to 3:1 
atrial flutter (HR 160 bpm) after landiolol administration.

I

II

III

aVR

aVL

aVF

I

II

III

aVR

aVL

aVF

Pre-administration Post-administration

200
HR bpm

HR (bpm)

Landiolol 40 �g/kg/min 10 �g/kg/min

Hours after
initiation of
landiolol

sBP mmHg

sBP (mmHg)

190

180

170

160

150

140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

70

60

50

40

30

9 hours after infusion
Sinus HR 158

JET

Fig. 3 Case 2: Time course of hemodynamic data and landiolol administration. AAI pacing was required at 48 hours after infusion 
due to bradycardia (< 100 bpm).

 HR: heart rate, bpm: beats per minute, JET: junctional ectopic tachycardia, sBP: systolic blood pressure
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身冷却，電解質補正やオーバードライブペーシングの
有効性はよく知られているが9，10），これらに抵抗性の
不整脈も少なくない．
　塩酸ランジオロールは近年本邦で開発された静注用
超短時間作用型のb遮断薬である．その血中濃度は持
続静注開始から 5 分で最大となり，肝代謝による半減
期は 4 分と極めて短く，急性期治療における血中濃度
の調節性の高さが長所である11）．b1選択性が高いため
心選択性に優れており，さらに心拍数低下作用のほう
が血圧低下作用よりも強く，陰性変時作用が優位であ
るとされる11–13）．成人の発作性心房細動においては，
塩酸ランジオロールは約40eg/kg/分の使用により 5 分
間で心拍数を約17％減少せしめたこと，また発作性上
室性頻拍の治療においては約80eg/kg/分で60％を洞調
律に回復させ，かつ血圧低下作用は最小限であったこ
とが報告されている11）．塩酸ランジオロールの発売当
初は術中使用のみが認められていたが，2006年からは
周術期の使用が認可され，すでに成人の周術期頻脈性
不整脈の制御に関する有用性の報告がいくつかなされ
ている6–8）．しかしながら，小児においてはファロー四
徴症の術中無酸素発作の治療に用いた報告があるのみ
で14），術後頻脈性不整脈への使用についての論文報告
は，現時点で検索し得た限りでは見あたらない．
　小児の頻脈性不整脈治療において静脈内注射による
使用が可能な既存の代表的薬物としては，ジゴキシン
に加えb遮断薬のプロプラノロール，Ia群の抗不整脈
薬であるプロカインアミド，Ic群の抗不整脈薬である
フレカイニドやIII群の抗不整脈薬であるアミオダロン
がある．特に体内カテコラミンバランスの不安定が誘
引の一つであるとされる開心術後急性期の頻脈性不整
脈の治療には，b遮断薬はよい適応であると考えられ
ている．しかしながら，プロプラノロールの半減期は
120分と長く，また陰性変力作用が無視できず血行動
態の破綻を招く恐れもあり，小児開心術後急性期の使
用には極めて慎重にならざるを得ない15）．
　塩酸ランジオロールと類似の超短時間作用型b遮断
薬としては，血中半減期が 9 分である塩酸エスモロー
ルが存在する．欧米では塩酸エスモロールが小児不整
脈治療の分野で上室性不整脈の制御に有用であったと
の報告がなされているが16），本邦では術中の使用に限
定されている．このため，国内での周術期患者への使
用経験は小児，成人とも少ない．また，塩酸エスモ
ロールは塩酸ランジオロールに比較してb1選択性が低
く，陰性変力作用が容量依存的に認められたとの報告
があり17），使用にあたっては留意する必要があると考
えられる．

　その他の開心術後急性期の頻脈性不整脈の治療薬と
して，Ic群の抗不整脈薬であるフレカイニドやIII群の
抗不整脈薬であるアミオダロンの使用頻度が欧米を中
心に近年高まっている．特にアミオダロンの強力な抗
不整脈効果は小児開心術後の頻脈性不整脈治療におい
ても広く認識され1，15，18，19），最近本邦でも静注用の両
薬剤の使用が認可されるに至った．しかしながら，フ
レカイニドには血圧低下や徐脈，催不整脈作用などの
重篤な副作用があり，アミオダロンには同じく血圧低
下や徐脈に加えて長期的には間質性肺炎などの副作用
がある．静注用フレカイニドの血中半減期は約 9 時
間，静注用アミオダロンの血中半減期は約14日と長
く，これらの副作用が発生した場合，離脱に時間を要
することが危惧され，両薬剤とも急性期治療における
調節性に最大の難点があるといえる．
　われわれが小児開心術後の頻脈性不整脈治療に塩酸
ランジオロールを使用し始めた当初は，添付文書中の
推奨量である初期量40eg/kg/分，維持量10eg/kg/分を
踏襲し，速やかな心拍数制御効果と陰性変力作用の少
なさを実感した．また，塩酸ランジオロール中止後す
ぐに心房細動の再発を認めた症例の経験からは作用持
続時間の短さに気付かされ，むしろ調節性に富んだ急
性期に使用しやすい薬剤であると感じた．一方，
10eg/kg/分の使用下でも48時間後に徐脈となり，血行
動態が悪化したためにペーシングを必要とした症例を
経験し，この量はむしろ過剰である可能性も認識し
た．当時，成人における塩酸ランジオロールの術後頻
脈性不整脈に対する使用量に関して，添付文書中の推
奨量よりもごく少量の 3～5eg/kg/分を開始量として使
用し有効であったとの学会報告が散見されており，ま
た当科においても同時期の成人の術後頻脈性不整脈に
対して 5eg/kg/分前後の使用量で適度な心拍数抑制効
果が得られていた．そこで，小児においても少用量で
安全性の高い心拍数制御が可能ではないかと考え，後
期の症例では，初期量40eg/kg/分によるloadingをや
め，3～5eg/kg/分の低用量で開始し，循環動態を慎重
に観察しつつ効果が現れるまで漸増していくという方
式を採用し，以降の症例では除脈性の副作用を見るこ
となく，十分かつ速やかな心拍数抑制効果を得るに
至った．
　今回，われわれはわずかな経験ながら，塩酸ランジ
オロールが今後小児開心術後急性期の頻脈性不整脈に
対する薬物治療の第一選択となり得る可能性を示唆す
る症例として呈示した．これら 4 例の経験は疾患や年
齢，不整脈の種類などが多様であり，特定の不整脈に
対する本薬剤の有用性を裏づけるものではないが，異
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種の頻脈性不整脈において陰性変時作用が優位に発揮
されたことを，循環動態に余裕のない小児開心術後急
性期の頻脈性不整脈の治療における本薬剤の安全性，
有効性および汎用性を示唆する事実として強調した
い．小児臨床における使用経験はいまだ浅く，慎重な
用量調節，厳重なモニタリングおよびバックアップ
ペーシングを行いながら今後の症例の蓄積が必要であ
ると考えられる．

　本論文の要旨は第44回日本小児循環器学会総会・学術集会
（2008年 7 月，郡山）において発表した．
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