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Ⅰ．は じ め に

カテコラミン誘発性多形性心室頻拍（CPVT）は明

瞭な基礎心疾患が認められず，また電解質異常，代

謝・内分泌異常や薬物の影響がなく，運動やカテコ

ラミン負荷で誘発される2種類以上のQRS波形を有

する3連発以上続く心室頻拍（VT）である．さらに，

QT延長症候群やBrugada症候群などの心電図異常

がないものと定義される1）．心室細動（VF）に移行す

心室細動を生じたカテコラミン誘発性多形性心室頻拍
の2症例

症　例
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症例1は15歳女性．5歳より失神の既往あり．学校内で面接中に意識消失，心

室細動（VF）が認められた．入院後も多形性心室頻拍（PVT）およびVFが認められ，

プロプラノロール（Pro）により抑制された．カテコラミン（CA）負荷にて2方向性

VT（BVT），PVTが誘発され，Pro，ベラパミルがその抑制に有効であった．基礎心

疾患は認めずプログラム刺激で誘発は不能でありカテコラミン誘発性PVT（CPVT）

と確定診断し，Pro内服と植込み型除細動器（ICD）植込みの併用とした．症例2は

37歳女性．5歳より失神の既往あり．会議中に意識消失し，VFが確認された．

CA負荷にてBVT，PVTが誘発され，薬効評価ではPro，ベラパミル，ATP，ニコ

ランジルが有効であった．CPVTと診断し，ICD植込みを施行し，Pro内服併用と

した．両者とも植込み後のVF発作に対する ICD適切作動が認められた．VFを生

じたCPVTの2症例を経験し，各種薬剤による誘発試験と薬効評価を施行しえた．

なお，不整脈の発症機序としては2例とも撃発活動が示唆された．
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ることも少なくなく，10～25％の症例は若年時に

突然死をきたすとされている1），2）．

今回，我々はVFからの蘇生に成功したCPVTの

2症例に対し，各種薬剤による誘発試験と薬効評価

を施行し，その発症機序と薬物治療について検討を

加えたので報告する．

Ⅱ．症　　　例

症例13）は15歳の女性で心肺停止で入院した．5歳

時より失神の既往があり，てんかんとして内服加療

中であった．家族歴で突然死は認めなかった．2001

年6月，学校で面接中に意識消失し，保健教員によ

る心肺蘇生術（CPR）を受け，救急隊到着時VFが確

認された．直流通電（DC）を3回行ったが心停止とな

りCPR継続により心拍および自発呼吸が再開した．

VFの精査加療目的で当院入院となった．入院時の

心電図では心拍数98/分の洞調律で，虚血性変化や

QT延長は認めなかった．電解質異常はなく，心エコー

で明らかな基礎心疾患は認められなかった．加算平

均心電図で心室遅延電位は陰性であった．

入院時より脳保護目的で脳低温療法を開始した

が，体位変換や気管内吸引といった刺激により容易

に心室性期外収縮（VPC），PVTが出現し処置を中

止すると消失した．さらに強い刺激を与えるとPVT

やVFが認められた（図1A～D）．ベラパミル5mg，

プロプラノロール2mgを静脈内投与したところ，

VPCおよびPVTは抑制され有効と判断した．プロ

プラノロール持続点滴静注によりPVTをコント

ロールし，後遺症なく意識状態が回復した．VFの

原因としてCPVTを疑い，心臓カテーテル検査，心

臓電気生理学的検査（EPS）および薬剤による誘発試

験を施行した．冠動脈造影，左室造影，右室造影に

は異常を認めなかった．無投薬下およびイソプロテ

レノール（ISP）投与下の心室プログラム刺激ではVT

およびVFの誘発は認められずカテコラミン製剤の

負荷を行った．ISPを10μg/分まで投与したがQT

延長もなくVPCを認めたのみであった．次にエピネ

フリンを0.05μg/kg/分から0.3μg/kg/分まで投与す

ると，用量依存性にVPC，2方向性VT（BVT），

PVT，VFが誘発されたためCPVTと確定診断した．

ノルエピネフリン投与にてもPVT，VFが誘発され

た．薬効評価としては，ベラパミル2mg静注により
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図1
症例1は脳低温療法を施行したが，処置による刺激の強さに比例し心室性不

整脈の出現が認められた．A：体位変換時に認められたVPC2段脈，B：気

管内吸引時に認められたPVT，C：心拍数300/分のPVT，D：PVTから移

行したVF．



BVTは停止し有効性が認められた（図2）．また，プ

ロプラノロール5mg投与下では同量のエピネフリン

負荷でVPCは誘発されず抑制効果ありと判断した．

本症例はVFに対し植込み型除細動器（ICD）の植込

みを行い，プロプラノロール50mgの投与を併用し退

院した．

しかし，退院1ヵ月後，歩行中に失神，VF自然発

作に対しICDの適切作動が認められた．ベラパミル

120mgの併用を行ったが低血圧により投薬継続が困

難であったため，プロプラノロール60mgへの増量

で現在経過観察中である．

症例2は37歳の女性．5歳時よりの失神の既往が

あり，9歳時よりてんかんとして内服加療中であっ

た．突然死の家族歴は認めなかった．2002年3月，

会議中に突然意識消失．医師によるCPRを受け，救

急隊到着時VFが確認された．DCを行い洞調律に復

し当院搬入となったが，救急外来にてドパミンの投

与を開始したところ，VPCが頻発し，PVTを経て

VFを繰り返し，合計5回DCを施行した．ドパミン

の中止とプロプラノロール投与にてVFは抑制され，

VFの精査加療目的で入院となった．

洞調律時の心電図では特記すべき異常所見は認め

ず，加算平均心電図で心室遅延電位は陰性であった．

心エコー，心臓カテーテル検査にても明らかな基礎

心疾患は認められなかった．心室プログラム刺激で
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図3
症例2において各種カテコラミン負荷による誘発を行った．A：イソプロテ

レノールでは0.5μg/分から漸増し10μg/分まで投与したが，VPC2段脈を

認めるのみでVTの誘発は認められなかった．B，C：エピネフリンおよび

ノルエピネフリンを0.05μg/kg/分から投与し漸増させていくと，典型的な

BVTが再現性をもって誘発された．D：α刺激のみのフェニレフリンでは

0.5μg/kg/分まで投与したがVPCも出現しなかった．

図2
症例1においてエピネフリン負荷にて誘発された2方向性VT

（BVT）に対し，ベラパミル2mgを静注したところ頻拍は停

止した．



はVTおよびVFは誘発されなかった．ドパミン投

与による増悪とプロプラノロール投与による抑制か

ら，VFの原疾患としてはCPVTを強く疑い，各種

薬剤による誘発を行った．その結果，症例1と同様，

ISP負荷ではVPC2段脈まで認められるもののVTは

誘発されなかった（図3A）が，エピネフリン負荷お

よびノルエピネフリン負荷のいずれにおいても典型

的なBVTやPVTが誘発された（図3B，C）．以上か

らCPVTと診断した．α1刺激薬であるフェニレフリ

ンではVTは誘発されなかった（図3D）．エピネフリ

ン投与により誘発されたBVTに対して，頻拍中に

薬剤投与を行い，停止効果を検討した．プロプラノ

ロール2mg静脈内投与後にBVTは停止し（図4A），

エピネフリン継続投与下にても洞調律が維持され

た．またATP（アデノシン三リン酸）では10mg，

20mgの急速静注で停止効果が認められた（図4B）．

また，ベラパミル10mg静注およびニコランジル

24mg静注にも停止効果が認められた．

本症例もICD植込みとプロプラノロール30mgの

内服治療を開始したが，ベッドで座っていたところ，

失神を生じた．PVTからVFが出現しており，ICD

作動により救命された．

Ⅲ．考　　　案

VFからの蘇生に成功し，各種薬剤による誘発試

験と薬効評価を施行し得たCPVTの2症例を経験し

た．2症例とも基礎心疾患を有さず，安静時12誘導

心電図に異常所見はなく，加算平均心電図で心室遅

延電位は記録されなかった．また，EPSで心室プロ

グラム刺激によるVTおよびVFの誘発は認められ

ず，機序は非リエントリー性と考えられた．2症例と

もエピネフリンやノルエピネフリン投与で再現性を

もってVTやVFが誘発され，その抑制にプロプラノ

ロール，ベラパミルが有効であり，症例2ではATP，

ニコランジルの有効性も確認し得た．

ATPは体内で速やかに脱リン酸化されアデノシン

に代謝されることで，アデノシンと同様の効果が得

られる．アデノシンはアデニルシクラーゼの活性を

抑制し，cyclicAMPの生成を減少させることでL型

Ca2＋チャネルを介する細胞内Ca2＋流入を抑制する．

この結果，アデノシンおよびATPは細胞内cyclicAMP

増加によるCa2＋過負荷から生じる遅延後脱分極

（DAD）による撃発活動を抑制するとされている4），5）．

我々の調べ得た範囲で，CPVTに対してATPが有

効であったとする報告例はなく，貴重な所見である

と考えられた．一方，K+チャネル開口薬であるニコ

ランジルは，活動電位持続時間を短縮させて細胞内

へのCa2＋流入を抑制することでDADによる撃発活

動を抑制するとされており5），本頻拍の機序を考察

するうえで興味深い所見と考えられた．以上の薬理

学的反応から，本2症例におけるVTの発症機序と

してはDADによる撃発活動が考えられた．

近年，家族性CPVT症例で筋小胞体に存在する

ryanodine受容体（RyR2）の遺伝子異常が報告された6）．

カテコラミンにより細胞内Ca2＋流入が増加する結

果，筋小胞体のRyR2が活性化されるが，この受容

体の異常により大量のCa2＋放出が生じる結果Ca2＋過

負荷が起こり，DADが発生するとしている．この

ことは，CPVTの発症機序がDADによる撃発活動

であることを支持するものと考えられるが，症例2

では患者の承諾が得られ遺伝子解析を施行したが，

RyR2の遺伝子異常は認められなかった．本症例は

突然死の家族歴を有さず，またCPVTはISPで誘発

されずエピネフリンおよびノルエピネフリンで誘発
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図4
症例2においてエピネフリンにより誘発されたBVTに対して

頻拍中に薬効評価を行った．プロプラノロール2mg静注（A）

およびATP10mg急速静注（B）により頻拍は停止した．



されるという特徴があり，Prioriらの報告した家族性

CPVTと原因が異なることも示唆された．

Ⅳ．お わ り に

以上，電気生理学的・薬理学的特徴から撃発活動

が機序と考えられるCPVTの2症例を経験した．2

症例ともプロプラノロール内服中のVF自然発作が

ありICDにより救命された．内服治療のみでは予後

不良であり，かかる症例には積極的にICD適応が考

慮されるべきであり，プロプラノロールに加えベラ

パミルも有用となり得ることが示唆された．

〔文　　　献〕

1 ）Sumitomo N, Harada K, Nagashima M, Yasuda T,

Nakamura Y, Aragaki Y, Saito A, Kurosaki K, Jouo K,

Koujiro M, Konishi S, Matsuoka S, Oono T, Hayakawa

S, Miura M, Ushinohama H, Shibata T, Niimura I :

Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia :

electrocardiographic characteristics and optimal

therapeutic strategies to prevent sudden death. Heart,

2003 ; 89 : 66～70

2 ）Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, Grau F, Ngoc DD,

Coumel P : Catecholaminergic polymorphic ventricular

tachycardia in children. A 7-year follow-up of 21

patients. Circulation, 1995 ; 91 : 1512～1519

3 ）板垣和男，櫻田春水，岡崎英隆，深水誠二，西本正興，

勝野哲也，ウイディ・ニヤマン，王 国興，鈴木淳一，

山口博明，手島 保，柳瀬 治，村井邦彦，渡辺嘉彦，西

崎光弘，平岡昌和：Epinephrine負荷が診断と薬効評価

において有用であったカテコラミン誘発性多形性心室頻

拍の1例．心臓，2002；34 suppl.4：113～120

4 ）Lerman BB, Belardinelli L, West GA, Berne RM,

DiMarco JP : Adenosine-sensitive ventricular tachy-

cardia : evidence suggesting cyclic AMP-mediated

triggered activity. Circulation, 1986 ; 74 : 270～280

5 ）Kobayashi Y, Yazawa T, Adachi T, Kawamura M, Ryu

S, Asano T, Obara C, Katagiri T : Ventricular

arrhythmias with left bundle branch block pattern and

inferior axis : assessment of their mechanisms on the

basis of response to ATP, nicorandil and verapamil. Jpn

Circ J, 2000 ; 64 : 835～841

6 ）Priori SG, Napolitano C, Tiso N, Memmi M, Vignati G,

Bloise R, Sorrentino VV, Danieli GA : Mutations in the

cardiac ryanodine receptor gene (hRyR2) underlie

catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia.

Circulation, 2001 ; 103 : 196～200

S-4-51JPN. J. ELECTROCARDIOLOGY Vol. 23 SUPPL. 4 2003



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF004E0049004B004B004500490020005000520049004E00540049004E004700200049004E0043002E00200020000D0066006F0072002000410064006F006200650020004300720065006100740069007600650020005300750069007400650020007300650072006900650073FF08004300539664304FFF0900200020000D00570065006275280050004400464F5C62106642306B4F7F75283059308B30D730EA30BB30C330C8306730593002FF080076006500720032002E0031FF0900200020000D30104E2D5BB991CFFF0F4E2D54C18CEA30113000203B5370523775280050004400464F5C6210306B4F7F75283057306A3044308830466CE8610F3059308B305330683002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


