
245

原　　　　　　　　　著

先天性QT延長症候群の不整脈基盤の成り立ち
―冠動脈内アセチルコリン負荷の心内不応期分布に対する影響を中心に―
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Intracoronary administration of acetylcholine ( Ach) induced QTc interval prolonga-
tion in all 14 patients with congenital long QT syndrome (LQTS) and torsade de

pointes arrhythmia developed following premature ventricular beats in 5 of the pa-

tients. In the experimental models of LQT2 and LQT3 , tridimensional repolarization

mapping showed that three layers having a different electrophysiological character ex-
isted in the left ventricle; endocardial (End), midmyocardial M-cell (Mid) and

epicardial layer (Epi). The refractory period estimated by the activation-recovery in-

terval (ARI) in the Mid layer was longer than that at Epi/End layers, so marked

transmural ARI dispersion was created especially between the Mid and Epi layers at the

longer basic drive of 60 bpm. The marked transmural dispersion of repolarization was

diminished when the pacing rate changed to 100 bpm. Different from the clinical LQTS

patients, intracoronary Ach administration in the LQT models did not show any QTc
interval prolongation at lower concentrations. Further, at higher concentrations ( > 5
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は じ め に

間隔延長と重症心室性不整脈 torsadedepointes

(Tap)の合併を特徴とする輔 ,LQTS症例で QT間

隔が延長する原国は心筋細胞膜に存在する軽々の ･イ寸ン

チャネルの異常によることが近-IF-の遺伝子学的検討で解

明され,これまでに6牲類のサブタイプが報苦されてい

る2ト 射

場 TS症例の QT間隔は自療神経緊張や心拍数など

によ-)て変動するが,=著明な延長は Tdp発症の危険徴

候 と考えられる2)3).我射 まLQTS症例の冠動脈内

アセチルコリン (ACh)注入でも QT 間隔が著明 に

延長 し, ･部の例では Tdpが発症することを報告 し

た5ト 8).しかし様々な要因で変化する体表面心電図の

QT間隔延長が,心膜内の不整脈基瀬をどのように修飾

して Tdp発症に関わるかは明らかでない.

今回 LQTS症例の冠動脈内 ACh負荷の成績を再評

価し,次いで LQTSの実験モデルを用いて冠動脈内

Ach負荷と心拍数の変動が心室貰壁性不応期分布をど

のように修飾するか検討した.なお Tdp発症に関連が

深いとされる心室筋中層の M 細胞領域 9)101の寵位を

記録するためには独自に開発した多極針奄榛を用い,局

所の不応期評価には,acti＼,ation-reeol･er.v interval

(ARⅠ)を測定して用いた11巨細

Ⅰ.臨床例での検討

l) 対象と方法

(1) 対象は1993年から2000年 7月までに,当科に

入院した LQTS症例14例 (男性 4札 女性10例)とし

た.入院時の平均年齢は41±24歳であった (表1).14

例中6例では自然発作の Tdpが確認された.入院時の

心拍数は58から88bplll,QT間隔は460から690111Sで,

QTe間隔は食倒で延長 していた (4約-8旦2msl/2).

血液生化学検査に異常がみられた例はなく,血清電解質

も正常範囲であった.胸部 X 線に異常は認めず,心岨

超音波検査で異常所見は見L-)れなかった.また Q'r 間

隔延長を助長する薬剤を内服していた症例はなかった,

(2)冠動脈内 Ach負荷 :本人および家族から番面

による同意を得た後に心臓カテーテル検査を行-)た.人

腿動脈から6Frenchの冠動脈造紺 TJカテ-チ)L/を挿入

し.コントロール状態における左右の冠動脈遺賢三を行-)

た.両冠動脈に狭窄病変がないことを確認 し,次いで左

冠動脈へ Achを50,,Lg,100,rfgの順に.それぞれ

37℃の10nll隼坪食塩水に溶解 した後に20秒間で注入し

た.Aehの注入は冠撃編が誘発され,+=時点,または心

室性不整脈が誘発された時点で中止 した.また Aeh50

/Lgの注入で QTe 間隔が 100msu十延長 した 4症

例では AehlOO,,Lgの注入は行わなか-:,た (表l).

Aeh注人中は観血的血圧と体表面心電図を連続F机こ記

録 し.冠撃縮発症の有無は冠動脈造音子で確認した.

(3)検討項目 :Aeh注入前後における心拍数 (連続

5心拍の平均),QT(QTc)間P軌 血圧の変化を比較 し

た.また Aeh注入による冠賛鮪と心蔓性不整脈発症の

有軽についても検討 した.

推計学的検討

数値は平均値士標準偏差で示 し.推計学的検討は対応

のない t検定を剛 ､た.p<0.05を有意とした.

2) 結果

Aeh50または100/̀gの冠動脈内注入で心拍数は73

±10bpm から66±9bpm に低下 し (p<0.05),QT

臓Tc)間隔は覗0士43ms(524±35msi/2)から631

±84ms(656士63msl/2)へ有意に延長 した くQT:

長は一過性で2分以内に前値に複 した.Ach注入の前

後で血圧に変化はみられず,体表面心電図の ST部分
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表1 アセチルコリン冠動脈注入前後の各指標の変化
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にも変動はみられなかった.冠動脈造影上冠撃鯖が誘発

された例 もなかった.14例中4例で多源性心室性期外収

縮が誘発され,他の5例では多源性の心室性期外収縮に

引き続いて Tdpが誘発された (図 1).なお左冠動販

内に同.一畳の生理食塩水 (37℃)を注入したが,QTe

間隔の延長や心室性期夕槻文節の出現がみられた例はなかっ

た,

Ⅱ.実験的検討

1) 方法

(1) LQTS 実験モデ ルの作製 :5頭 の ビー ブル

犬 (平均体衷10.̀‥l士 1.Tkglに. Ikr チ ャネル遮断薬

沌･IS-551)で LQT2モデルを作成 した.MS-551

は初期巌3mg/kgを静注 し,以後0.02mg/kg/分を維

持巌として持続点滴静注 した1頼5).また他の5頭のど-

ブル犬 (平均体重 10.9±2.0kg)に Naチャネルの

不活化を抑制する Anthopleurin-A (Åp-A)を用

いて LQT3モデルを作成 した.Ap-A は初期巌25

,"ど/kgを静注 し,以後1.′Lg/kg/分を維持量 として持

続点滴静注 した11)16)

(2) 手術手技 :硫酸チオペンタール (15mg/kg)で

の静注麻酔下に人工呼吸管理をおこない,胸骨正中切開

法で開胸 した後に心膜切開をおこなった.保温マッ トを

用いて体温 を37℃ に維持 し16), 8French お よび 6

FTenChのシ-スカテ-テルをそれぞれ右大腿静脈と右

大腿動腺に挿入 した.

心拍数は高周波カテ-テル焼灼法で完全房室ブロック

を作成 した後に石室からのペ-シンダで調節 した.

(3) 心内貫壁後電位の記録と心内不応期分布 :電極

間距離 1mm の8痩針電極 (3-5本) を産室 自由壁

心基部の心外膜側から心内膜側に向けて挿入 し,貰壁性

の心筋各層の局所電位を単極誘導で同時記録 した16).8

極電極の遠位端の電位を End,近位端を Epiとし,中

間の他の電極で基本周期での再分極が慶長な部位 をM

細胞領域 (Mid)とした9110116'.電気信号は lkHzで

デジタJL,化した後 (h･,･IaeLabSystem)にバー､ノナル

コンピューターに取 り込んだ.局所再分極の指標には

ARIを測定 して用いた.ARIはそれぞれの単極誘導

記録の QRS波形の一次微分億が最小 となる点と T波

の 雷こ微分値が最大となる点の間隔とした11ト13り61.各

針電極での ARI最大値と最小値の葺を AR卜dispeト

sionとした.ARIは局所の不応期 と良好な相関関係

が得 られることが既に報告されている11)13)17)

(4) Aeh の冠動脈内注 入 :右大腿動脈 よ り5.2
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図1 先天性 QT延長症候群刑でアセチルコリン冠動脈内注入後に･発症したTdp

症例は22歳女性 し表1.症例7).Aeh注入前の QT間隔は540から560msであ･｡た は 図).AehlOO,L{g注入

後にQT間隔は640から660 m sに延長し.心室性期外収縮 如 く2段脈で山現した後に′rdpが誘発きれた (右図1.

心電図は ＼71からVG誘導を示す.Ach-アセチルコリン.Tdp-torsadedepointes

Frenehの左冠動脈造影用カテーテルを挿入した.心室

ペーシングレー ト60bplllでの心室内貰壁性電位,観血

的血圧および体表面心電図[,Ⅲ,aVF誘導 を記録 し

て Achを注入した.Achは5mlの生理食塩水 (37

℃)に溶解し.1/Lg,2,,Lg.5.′Lg,10!Lg の各濃度

をそれぞれ10秒間で注入した.各漉度の Ach注入には

10分の間隔をおいて.それぞれの注入前に ARIおよび

血圧が前値に復したことを確認 した.また対照として生

理食塩水 5ml(37℃)を左冠動脈へ10秒間で注入した.

(5) 測定項目と解析 :コントロール状態,A.Its-551

または Ap-A 点滴静注前後.さらに各円量の ACh

注入で心室各部位の ARIを測定 して 5心拍で平均 を

求めた.Ach注入前後の血圧は ARIを測定 した心拍

で測定 した.ARIの変化率 (鶴)は,Ach注入前後の

ARIの差を注入前の ARIで除 して求めた.また Ach

注入による心室性不整脈発症の有無について も検討 し

た.

対照として冠動脈内に注入した生埋食塩水について同

様に検討 した.

推計学的検討

数値は平均値±標準偏差で示 した.推計学的検討では,

2) 結果

拍) 各モデルの ARI分布

LQT2のモデルでは,ペーシングレー ト60bpm のコ

ン トロール状態の心室 ARIは End:305±15ms,

Mid:313±17ms.Epi:294±15msで 入:iid が

Epiに比 して延長 していた (Midvs.Epi:p< 0.001)

(図2).MS-551点滴静注後,Endでの ARIは 471

士19ms,九･･Iidは501士22ms,Epiは 453±18msに
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A:コントロ-ル(60bpm) B-1:MS･551静注後(60bpm) Bl2:MS -551静注後 (100bpm)

Epi

ARトdispersion 19 1.9 18 48

血圧 (mmHg)

48 50 32 31 34

一一-一一 一一--

図2 MS-551静注前後の単極心内電位記録及び血圧

レー ト60bpm),B-･pp2はh･,lS-551静注後 (心室のペ一一シンダレート100bpln)を示す.血圧は大腿動脈から観血

的に記録した∴巾 t潤 はaeti＼-ation-reeo＼･e)･yinterval(ARI)で評価し,測定値は各心内電位記録に示した.ARI

注複心内全ての部位で AR王は延長したが,心筋中層 M 細胞領域の AR王が他の部位に放 して延炭の程度が尭き

く∴賢壁件の AR卜･･dispersionは増大した (本文参照).静注前後で収縮期血.虹と拡張期血圧に変化はみられなかっ

/た.MS-551静注後.心室のペ-ーシンダレートを100bpm とするとすべての部位で ARIは短縮しAR卜disper-

sionも縮小した (本文参照上 し､電図はaVF誘導を示す.

End-心内膜T恥 Mid-心筋中層.Epi-心外障側

延長した (図2).コントロールと比較 した ARIの延

長程度は Midで展 も大きく (End:+53±7%.Mi

d:+60±9%,Epi:+53±8%).AR卜 disper-

sionは19±4InSか ら49±9nュS に増大 した (p<

0.0001)(図2).MS-551静注後の 5頭中 2頭でプロ

グラム電気刺激で多形性心室頻拍が誘発可能 となった.

ペーシングレー トを60bpnlか ら100bpm に上昇 させ

ると Endの ARIは 430±18ms,Mid は 439 ±

20ms,Epiは 408±17msに有意に短縮 し,AR-ド

dispersionは32±7nlSへ と縮小 した (p<0.001)

(図2).

LQT3モデルではペーシングレー ト60bpm の ARI

は AP一一一A 静注後に Endは322±18msか ら690±

20ms,Midは332±21msから727±27ms,Epiは

311士17nlSから655±22ms-それぞれ有意に延長 し

た (図3).コントロールと比較 した ARI延長程度は

h･,Iidで最も大 きく (End:+113±7Qi),Mid:+120

士10%,Epi:+110±8%).AR卜 dispersionは

22±4IltSか ら74±8ms に増大 した (p<0.0001)

(図3).Ap-A静注後に5頭中4頭に自然発作で Tdp
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A:コントロ-ル.:60i叩け11 .31APAr-1'lA汗倖t60bpm:･

ARl-dispersion 23 24 20 77

血圧(mmHg)

1000msoc

74 68 39 44 41

｣u ＼虹
図3 Anthopleurin-A静注前後の単極心内寵位記録及び血圧

Aは心室のペーシングレ- ト60bpmにおけるコン トロー-r一一ル状艶 B-･･････lは Ap--A静注後 (心室のペーシング

bpmにおいて,Ap-̂ 静注後心内全ての部位で ARIは延長 したが.心筋中層 M 細胞領域の ARIが他の部位

に比 して延長の程度が大きく,毘壁性の AR卜dispersiollは増 大Lた (本文参照).APl∴1静注後に収縮期血圧

とするとすべての部位で ARlは短縮 しAR卜dispersionも縮′｣､した 卜本文参照 ).測定値,心髄【:判誘導,血J,t三.

ARI波形中の縦線.略記E3･(ま図2と同一.AP-A-Anthopleurin････････-jl

が生ず る ようになった.ペ ー シングレー トを60か ら

100bpm に上 昇 させ る と End の ARIは 380士

lams,Midは408士24ms.Epiは368±20msに短

縮 し,ART-dispersionは41±6lmsへ と縮 小 した

(p<0.001日 図3).

(2) ACh冠動脈内注 入に よる心 内 ARI分布の変

化

Achの冠動脈内注入はペ ー シ ングレー ト60bplll に

固定 して行った.

LQT2モデル :AchlFLg.2.tLgの冠動脈内注 入で

は心内各部位の ART,AR卜 dispersionお よび血圧

に変化はみ られなかった (表2,図4).次 いで Ach5

!Lg,10!Lg を冠動脈 内 に注 入す る と,全ての部 位の

ARIは短縮 した (表2,図1).心筋各層の ARl短縮

の程度は 5!Lg注入時 には End-Ll.4±O.2恥 h･'Iid-

こ1.1±0.5%.Epi-6.9± 0.7%で.10/Lg注 入時 に

は End-7.3±0.7%,Mid-7.6士 1.0%,Epi-

13.8± 1.1%で.5FLgに比 して10FLg注 入で は さら

に顕著 となった (表 21.5.′̀g及び10."g注 入時いず

れ も ARl短縮は End,h･,Iid に比 L Epiで 大 き く,

このため寮壁性の AR卜 dispersionは Ach5網 で

は∠17±9nlSか ら59±10nlSに (pく0.001),また Ac

hlO/Lgで は48±11ms か ら71±12ms に増 大 した

(p<0.0001日 表2,図4).収縮期血圧 は ACh5.ug
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表2 LQT2モデルにおけるアセチルコリン冠動脈注入前後の心内 ARI

Ach(jig)
ARILnlS)

前 後
p ARⅠ変化率 (%)

l

一リ一
LL.3
01･ふ

471士17 --->

470±19 >

467±19 >

468±20 →

lよ
2

5

011

501±20 -→

知1±18 >

498±21 --- >

496±20 →

470±21 (N.S.1 -0.2±0.1

468±20 (N.S.) -0.4±0.1

446±21 (p<0.0051 ---4.･1±0.7戟

431士22 (p<O.001) 17.3±0.7#

498±21 LN.S.1 1 0.6±0.1

498±20 LN.S.) --一･0.6士0.2

477±22 (pく0.(伽1) .-4.1±0.5戦薄

459士23 Lp<0.CMX)11 -7.6± 1.0##

1

2

〓J
0つま

4㍊ 士18 >

454士16 >

451±19 >

451±19 -→

452士20 (N.S.) -0.2±0.1

452±19 LN.S.) 一･一･0.4±0.3

418±19 (p<0.0001) 一6.9±0.2輝※緊

389士19 (p<0.CXX)1) -13.8j=1.1###

Ach-アセチルコリン,ARI-aL.tivation-recoveryinterval,End-心内膜札 Mid-心筋中層,Epi-心外膜

1恥 N.S.-notsignifieant､,･X･vs.･X･戦 :pく0.M l,※･Bvs.･X･戦･X･:p<0.CKX)1,#＼･S.###:p<0.0α)1､##vs.

###:p<O.(X氾1,･Rivs.#:p<0.(淋)1,染･Xvs.##:p<0.0001.･X･･X･♯vs###:pく0.(柵)1

では 122土 10か ら 102±11mmHg に低下 し (p<

0.0001).10/Lgでは 120±12から81±14mmfig に低

下 した (p<0.0001日 図 1).いずれの用量で も拡張期

血圧に変化はみられなかった し5."ど:67±7-66±8

mmllg､10.ELF:65± 7-65± 9mmHgH 図 4).

AChによる ARI短縮 と収縮期mF巨の低下は.-1過性で

注入 1分｣裁内に前健に復 した (図4).

いずれの濃度の Ach注入でも心室性不整脈は誘発さ

れず,生理食塩水注入では ARIと血圧に変化はみられ

なかった.

LQT3モデル :ACh1,,Lg,2.LLgの冠動脈内注 入で

は心内各部位の ARl,ART-dispersion および血圧

に変化はみられなかった (寮3,図5),次いで Ach5

JLg.10JLgを冠動脈内に注入すると全ての部位の ARI

は短縮 した (表3,図5).心筋各層の ARl短縮の程

度は5/Lg注入時には End-6.3±0.4%,Mid-7.0

±0.5%.Epi-1().9±0.7%で,10."g 注入時には

End-19.8士0.8%.h･,lid-20.7±0.9%,Epi-

27.3±1.1%で,5′"gに比 して10ノ̀g ではさらに顕

著となった (表3).5,′′g及び10JLg注入時いずれ も

ARI短縮は End,Mid に比 L Epiで大 きく,この

ため貰壁性の ARI-dispersionは Ach5′LLgでは73

±7msから90±10msに (P〈O.0001),また AchlO

.ELgでは73±9msから104士 12msに増大 した (p<
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0.0001日 表3,図5).収縮期血圧は Ach5′′′g お よ

び10一"g では 130士20か ら112±12mnlHgに (p<

0.0001㌦ 129±19から91±14mm1-1gにそれぞれ低下

した (p<0.0001日 図5).いずれの朋巌で も拡張期血

圧には変化はみ られなかった (5/Lg:67±12-66±

13mmHg,10,LEE:65±13-･65士14mmHg)(図51.

Achによる ARI短縮と収縮期血圧の低下は一過性で

注入 1分以内に前値に複した (図5).

いずれの相恩の Ach注入でも心室性不整脈は誘発さ

れず,対照として行った生理食塩水注入ではARIと血

圧に変化はみられなかった.

Ⅲ.考 案

LQT症例は Tdpを合併して心臓急死に至る危険性

がある1ト 3).LQTS症例の体表面心電図の QT 間隔

延長は Tdp発症に関係すると考えられるが.臨床例の

QT 間隔が延長 した心臓の不整娩基盤の成 り立 ちや,

Tdpの電気生理学的熊序は明確にされていない.これ

は偶発的に生 じる Tdpを心電図に記録することが容易

でないことと,さらには Tdp中に心内に電極カテーテ

ルを挿入して電気生理学的な検討をすることが困難であ

ることによる.

Tdpは他の多くの.)エント1)一性心室佳境柏 と異な

り,電気生理学的検査中にプログラム電気刺激で誘発す
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心室のペーシングレ--トは60bpm.AehlJLgおよび2ILg注入では心内那 6位の ARl,AR1-dispprsionお

よび血rl三に射 しはみられなか-･,た.5,,Lgおよび10/Lg注入では .,lRIは全て(7)部位で短縮 した.EpiでU)短縮が

他(I)部位に比Lて大きく,AR卜(1ispersionは増大し/'=(表2参照1.5.(Lgおよび1()!Lg注入で収縮期lfIL圧は低

下したが,拡張期血Ilit二変化はみLt,れなか-.'た.これに)の′酎 ヒは ･適性で 1分1山勺に注入前TL如二接した.測'Jii値.心

電図誘導,血圧.ARI波秒押 )縦線は図2と同一.略記号は図 1,2と同∴ LQT-longQT

ることも回線である親日.しかし我利 まLQTS 症例の

冠動脈内 Ach 負荷で QT 間隔が延長 し, ･部の症例

では期外収縮や shol･t-long 心同期から Tdp が生 じ

ることを報告 した5ト 8).この 如 狛 こよる T軸 誘発

は 1_.Ql'S症例に特異的で,発症様式も自然発作と類似

しているため,臨床例の Tdp を検討する上で素要であ

る.

今回これまでに LQTS症例で行った冠動脈内 Acll

負荷の成績を検討したところ14例全例で QTc間隔が延

長 し.うち5刑では実際に Tdpが誘発された (表 1,

図1).QT 間隔の延長は心拍数や体血圧の変化と関係

なく,心臓に射する AChの直接作用と考えられた6)7)

一方実験的検討では心筋切除標本の研究で.左心室の

心筋中層に存在する h､･Ⅰ細胞が心室内不応期の不均･弓JL

布形成に麗質であることが報告された9)10).しかしこれ

は心臓部分切片の検討で,拍動全体で 入:･I細胞がどのよ

うに分布 LTdpの発症と維持に関わるかは不明である.

そこで t.QT2と 1｣QT3の実験モデルを剛 ､､て拍動心

の不整脈基髄の成 り立ちを検討 し,次 いで冠動脈内

Actl負荷が心内不応期分布にどのような効果を示すか

検討した.九､-･I細胞領域の電位を心内膜側および心外膜

側心筋電位とともに同時に記録するためには独自に開発

した針電極を用いた161171.この針電極で記録 される局

所電位がそれぞれの心筋層の興音と再分極を明瞭に反映

することは既に検討 し報告 した171.

毎分60柏の基本刺敵中での心内 ARI分布は,LQT2

モデル ･LQT3モデルともに心筋中層の 九,Ⅰ細胞領域

が最も長 く.このため ARlが短い心外膜側心筋との間
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表3 LQT3モデルにおけるアセチルコリン冠動脈注入前後の心内ART

Ach(Fl賢)
ARl(ms)

級
p ARⅠ変化率 摘 )

l

り
一
二J
nUl･ふ

690±20 →
698士22

693±20 ->

692士20

l

､リ.】
lへU
0yエ

727±27 >

726士28

722±27 ----------->
721±28 >

692±21 LN.S_) 十 0.3士0.1

697±22 (N.S.1 ----0.1±0.1

糾9j=21 (p<O.CXX)い - 6.3±0.4韓

725±29 tN.S.) -∩-0.3士0.1

727±30 (N.S.) 十 0.1±0.1

672±29

579±29

l

り
一
lヽU
nU

l 655±22 --------------一十か

655±22 >
652±22 --------->

651±21

653士25

654士2j

581±25

473±26

(pく0.CKX)1) 一一7.0士0.5聴聴

(p<0.OWl) --20.7±0.9##

(N.S.1 --O.3±O.1

(N.S.1 - 0.2±0.1

(pく0.LXXj11 --27.3±1.1才三三

略記骨は寮望と同じ,※vs,※※♯ :P〈O.0潮1,※※vs.桜※ヰ :p<0.0001,♯vs.### :p<0,0001,##vs淵

## :p<0.0(X)1.･RIVS.# :P<0.㈱ 1.･B･X･vs.## :p<0.(柵)I.･X･･※Rivs### :pく0.㈱ 1

で心室貰壁性の不応期分布の不均一性が生じていた (図

盟,3).さらにこの不応期の不均-性は針電極ごとに異

なっており,心室全体ではさらに大きな不応期の不均-

性があることが示唆された.またこのような状態で生 じ

る Tdpが,ARIが長い M 細胞領域での伝導ブロ ッ

クまたは伝導遅延を契機に発症することも知られてい

る脚.心拍数を上昇させると全ての心筋層の ARIは

短縮 したが,この ARI短縮の程度は 九:Ⅰ細胞領域で東

軽減し,Tdp発症は予防された.Ⅰ_.QT2モデルと LQT

3モデルを比較すると心拍臥 r二昇による AR卜 disper-

sionの減少は LQT3モデルでより顕著で (図2,3),

これは LQT3症例の Tdp莞症がより徐脈依存性であ

るとする臨床成綿と合致した仰.

次に冠動脈内 ALlh負荷の心室内不応期分布に対する

郎甘を検討したところ,LQT2モデル ･L.QT3モデル

ともに QT 間隔の延長は認められず,5J"g 以上の高

相巌では ARlは全ての心筋層で短縮 した (図4,5).

AR王の短縮程度は心外膜倒心筋で特に顕著であったた

め.基本周期で ARIが最も長い 九･･Ⅰ細胞領域との間の

じたものはなかった.心外膜側の心筋で ARlが特に如

縮 した理由の詳細は不明であるが,これは犬の心臓の心

外膜側に豊富に分布する Ach感受性か いラムチャネル

を介する外向き電流の増大と,これに開通した内向きカ
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ルシウふ電流の減少による可能性が考えられる2Oト 2望)

冠動脆内 Ach注入では心筋虚血や血圧低下に伴う交感

神経活性が生じて ARIが短縮する可能性 も考えられ

る望3ト25).しか し同一容量の生理食塩水の注入では

ARIの短縮は生じず.冠動脈造影上も冠撃稲 も認めら

れなかった.由津神経の影響に関しては神経遮断を行っ

た検討をさらに重ねる必要があるが, ･適性の血Ipl~i三伏 卜

が今回Ff巨､た LQTSモデルの心内不応期を昔日侶二短縮

するとする報告はこれまでになく,ARIの短縮は ACh

の心筋に対する直接作用と考えられる.

今回開いた L,QT2モデル ･I.QT3モデルは,臨床例

いられている111ト111-16､.しかし冠動脈内 Ach負荷の結

果で示されたように.LQTS 症例は単純な心筋 イオン

チャネルの異常の他に.心筋細胞内情報伝達系に異常が

ある可能性がありより複雑である黙 しQTS 症例の心

臓急死を予防するためには.遺伝子 ･心筋細胞レベルの

研究とともに,臨床例に Tdpが発症する電気生理学的

機序をさらに検討する必要がある.

ま と め

(1) LQTS症例の冠動脈内に Ach を負荷すると,

QT 間隔が延長して一部の例では Tdpが誘発された.

(2) lJQTSの不整脈基盤は心室貰壁性に生 じる不応

期の不均一分布により.これには心筋中層に存在する
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図5 LQT3モデルにおけるアセチルコリン冠動脈内注入前後の単極心内電位記録及び血圧

心室のペーシングレー トは00bpm.Achl/̀gおよび2/̀g注入では心内各部位の ARl,AR卜 dispersionお

よび血圧に変化はみられなかった.5/Lgおよび10,LLg注入では ARlは全ての部位で短縮 した.Epiでの短縮が

他の部位に比Lて大きく,ART-dispersionは増大 した (表3参照).5FLgおよび10/Lg注入で収縮期血圧は低

M 細胞領域が東要な役割を果たす.

(3) 心拍数を上昇させると心内不応期の不均一分布

は改善されて Tdp も予防されたが,これには M細胞

領域でのよI.)顕著な不応期短縮が関与 していた.

(4) 冠動脈内 Ach負荷試験 の結果は LQTS 症例

と実験モデルでは異なってお り.LQTS症例の不整脈

基盤の成 り立ちは単純なイオンチャネルの異常 よりさら

に複雑であることが示 された.
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