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Ⅰ．は じ め に

1992年，Brugadaらは安静時心電図に右脚ブロッ

クと右前胸部誘導の持続的ST上昇を有する心室細

動（VF）例を報告した1）．現在このような症例は

Brugada症候群とよばれ，特発性VFのサブグルー

プと位置づけられている．特発性VFと診断するた

めには，VFをきたす種々の疾患を除外する必要が

あり，特に本症候群と同様にST上昇や失神および

突然死を引き起こす冠攣縮の検討は重要とされ，

この診断過程で本症候群と冠攣縮の合併を少なか

らず経験する2）．また，Brugada型心電図やVFの

発生には迷走神経緊張が深く関与するとされてい

ることから3），冠攣縮誘発に用いるアセチルコリン

（ACh）により心電図変化をきたす可能性がある．

Brugada症候群における冠動脈攣縮の検討
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Brugada症候群における冠攣縮性狭心症の合併とアセチルコリン（ACh）負荷時の

心電図変化について検討する．

対象はピルジカイニド負荷により右前胸部誘導のST上昇をみるBrugada症候群

30例で，男性28例，女性2例，平均年齢は52歳であった．有症候例は12例，軽度

の症状を有する例は6例，無症候例は12例で，9例に突然死の家族歴を認めた．ACh

負荷は24例に行い，症状と心電図変化を伴う90％以上の狭窄出現を陽性と判定した．

30例中6例（20％）で臨床的な冠攣縮性狭心症を合併した．ACh投与によりいず

れかの冠動脈に攣縮が誘発された症例は24例中14例（58％）で，右冠動脈（RCA）

で10例（42％）に，左冠動脈（LCA）では8例（33％）に冠攣縮が誘発された．RCAの

みの攣縮例が6例，LCAのみの攣縮例が4例，左右攣縮例が4例，左右冠動脈とも

陰性例が10例であった．また，ACh冠注時に10例で右前胸部誘導のST上昇の増

大がみられ，これらは全例，RCAへの投与時であった．

Brugada症候群における冠攣縮の合併はまれではなく，突然死との関連性も考え

られるため臨床上の留意が必要である．

＊秋田県成人病医療センター循環器科

（〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町6-17）

Coronary vasospasm in the patients with the Brugada syndrome

Yoshihisa Abe, Ken Terata, Ken Kadowaki, Akira Shoji, Hajime Kumagai, Tadaya Sato, Mamoru Miura

Keywords ● Brugada症候群
●冠動脈攣縮
●アセチルコリン

原　著
冠攣縮性狭心症を合併したBrugada症候群の特徴
―頻度，治療およびその予後―



そこで今回，Brugada症候群における冠攣縮合併の

頻度とACh投与による冠攣縮誘発試験時の心電図

変化について検討した．

Ⅱ．対象と方法

対象はピルジカイニド負荷により右前胸部誘導

で0.2 mV以上のST上昇をきたすBrugada症候群ま

たはBrugada型心電図30例（Brugada群）で，男性

28例，女性2例，平均年齢は52歳（24～72歳）であっ

た．有症候例は12例，動悸やめまいなどの軽度の

症状を有する例は6例，無症候例は12例で，9例に

突然死の家族歴を認めた．なお，非典型的胸痛の

精査のため行った冠攣縮誘発試験が陰性で，かつ

Brugada型心電図を有さない10例をコントロール群

とした．

Brugada群における臨床的な冠攣縮性狭心症合併

と誘発試験において冠攣縮が出現する頻度を調べ

るとともに，ACh 投与による心電図変化を

Brugada群とコントロール群の間で比較した．

冠攣縮誘発試験は24例に行い，左右冠動脈のコ

ントロール造影後，AChを右冠動脈（RCA）には30μg，

左冠動脈（LCA）には50μgを冠動脈内投与した．冠

攣縮が生じない場合はそれぞれ50μg，80μgに増量

して投与し，経時的な症状と心電図変化を観察す

るとともに冠動脈造影を繰り返した．胸痛と心電

図変化を伴い，冠動脈造影で硝酸薬投与後と比較

して90％以上の狭窄出現をもって冠攣縮陽性と判

定した．また，ACh投与時にST変化をきたした例

では，硝酸薬使用後に再度ACh投与を行い，V1～V3

誘導の一つ以上の誘導で0.1mV以上のST上昇がみ

られた場合にAChによるST上昇と判定した．

Ⅲ．結　　　果

Brugada群30例中6例（20％）で臨床的な冠攣縮

性狭心症を合併した．また，ACh投与によりいず

れかの冠動脈に攣縮が誘発された症例は24例中14

例（58％）で，RCAのみの攣縮例が6例，LCAのみ

の攣縮例が4例，左右両冠動脈の攣縮例が4例，左

右両冠動脈とも陰性例が10例であった．冠動脈ご

との検討では，RCAで10例（42％）に，左冠動脈で

は8例（33％）に冠攣縮が誘発された．

RCAの攣縮例を提示する．65歳の男性で労作や

時間帯に関係なく数分間持続する前胸部圧迫感に

て受診した．安静時心電図で右脚ブロックとV1誘

導にcoved型，V2とV3誘導にsaddleback型のST

上昇を認め，ピルジカイニド負荷によりV2誘導で

0.5 mVのST上昇が生じた．左右冠動脈ともに器質

的狭窄は認めなかった．RCAへのACh（30μg）投

与によりAHA #2で完全閉塞となる冠動脈攣縮が

誘発された（図1）．AChの冠動脈内投与後，まず右
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図1 右冠動脈造影像
左：ACh投与後，右：硝酸薬投与後



前胸部誘導のST上昇が出現した．次に冠動脈攣縮

による下壁誘導のST上昇と時期を一致して右前胸

部誘導のSTは低下に転じた．硝酸薬により冠攣縮

が寛解すると，下壁誘導のSTが基線に復するとと

もに右前胸部誘導のSTは再び上昇した．その後

ACh投与により4分で前値に復した（図2）．この

AChによるST上昇は硝酸薬投与後も同様に出現し

た．LCAへのACh投与では冠攣縮は誘発されず，

心電図変化も生じなかった．心臓電気生理検査で

はVFは誘発されず，Ca拮抗薬と硝酸薬の内服に

より治療中である．

AChによる心電図変化の検討では，Brugada群

でRCA内投与により24例中10例（42％）で右前胸

部誘導のST上昇が認められたが，LCA内投与では

ST変化が出現する症例はなかった．なお，コント

ロール群では左右いずれの冠動脈内投与によっても

ST変化が出現する症例はなかった．

Ⅳ．考　　　察

本研究では，Brugada症候群30例中6例（20％）

に臨床的な冠攣縮性狭心症の合併がみられ，誘発

試験を行った24例中14例（58％）にAChによる冠

動脈攣縮が発生した．また，Brugada群にのみ24

例中10例（42％）に，AChのRCA内投与に限って

右前胸部誘導のST上昇が認められた．

まずBrugada症候群と冠攣縮性狭心症の関係に

ついて考えたい．これまで両者の合併例の報告は

散見されるが，その因果関係は明らかになってい
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図2 右冠動脈へのACh負荷前後の心電図変化



ない2），4）～6）．Brugada症候群は，Naチャネル遺伝

子であるSCN5Aの変異や右心室前壁に多く分布す

る一過性K電流異常などのチャネル病として理解

されるようになってきたが，冠攣縮性狭心症にお

ける特定のイオンチャネル異常の報告はない．ま

た，Brugada症候群は日本や東南アジア諸国に多い

と報告されており，これまでいわれているように

冠攣縮性狭心症が日本人に多いことを考えると，

何らかの遺伝的な共通点が今後明らかにされる可

能性がある．

次にBrugada症候群における冠攣縮誘発試験の

意義について考える．特発性VFの診断において推

奨される観血的検査として，冠攣縮誘発試験を含

む冠動脈造影，左右心室造影，プログラム刺激に

よる心室性不整脈の誘発試験と心筋生検があげら

れている7）．特に冠攣縮はその攣縮枝によっては本

症候群と同様なST上昇をきたすこと，心臓性突然

死の原因となること，胸痛の訴えなしに致死的状

況に至る例もみられることなどから十分な検討を必

要とする．これまでの報告において誘発試験を行っ

た95例では5例に冠攣縮が誘発されている2）～6），8），9）．

本症候群は日本や東南アジア諸国に頻度が高いこ

と，夜間入眠後にVFによる突然死の発生が多いこ

となど冠攣縮性狭心症と類似した臨床像をもつた

め，その診断には通常の冠動脈造影にとどまらず

冠攣縮合併の有無を含めて検討する必要があろう．

最後にAChによる心電図変化について考える．

本検討ではRCA内への投与によりSTが上昇する

例がみられたが，LCA内への投与ではST変化は出

現しなかった．本症候群のST変化には右心室前壁

のイオンチャネルが関与するとされていることか

ら，この部位の冠動脈支配がAChによる変化の左

右差と関係するものと考える．ST上昇には右心室

前壁の心内膜側と心外膜側との一過性外向き電流

（Ito）分布の違いが関与するとされている．心外膜側

ではItoが大きいため，活動電位第1相のノッチが深

い．ItoやATP感受性K電流の活性化とCa電流（Ica）

やNa電流の抑制は心外膜側活動電位のドームを消

失させる方向に働き，心内膜側活動電位の差によっ

て体表面心電図上のSTが上昇する10）．AChは右心

室心外膜側心筋のKのconductanceを増加させると

ともにIcaを抑制することによって11），活動電位の

ドームを消失させてST上昇に働いたと考えられ

る．右心室前壁を支配することの多いRCAへの

ACh投与でのみST変化がみられた今回の結果は，

同部位がBrugada症候群の成因に関与することを

裏づけるものかもしれない．しかし，ST変化をき

たす症例がある一方，これをみない症例もあるこ

とから，RCAの灌流領域を含めたさらなる検討が

必要である．

Ⅴ．お わ り に

Brugada症候群において，臨床的な冠攣縮性狭心

症の合併やACh投与による冠攣縮発生はまれでは

ない．冠攣縮は突然死の原因になりうることから，

Brugada症候群の診断には，その合併についても検

討する必要がある．
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