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ウサギ心臓の房室伝導に対するT型Caチャネルブロッカー

効果の成長による変化
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要 旨

背景 :T型 Caチャネル (T-typeCachannel,以下 TCC)は生理的状態の成熟心筋細胞にはほ

とんど分布せず刺激伝導系に分布 し,主に洞房結節細胞においてペ-スメ-カ-電位の形成に

関与 している.一方,幼君心筋細胞 には広 く分布 し,成熟 とともに減少す る "developmental

change"が生 じている.また,心肥大や心不全など病的状態ではTCCが作業心筋細胞に再発現

しており,TCC電流 Hca-T)が心筋細胞捌 巴太形成や催不整脈に関与することが示唆 され 臨

床でのTCCblockerの有用性が報告 されつつある,しかしながら,刺激伝導系におけるTCCの

"d帥elopmentalchange"については十分に明 らかになっておらず,刺激伝導系に対するTCC

bloeker効果の developmentalchangeについての報駕はない.

員的 :刺激伝導系に対するTCCblocker効果の developmentalchangeを明らかにする.

方法 と結果 :新生仔 ウサギおよび威獣 ウサギの ランゲン ドルフ濯流心にTCCblockerとして

Mibe&adilとEぬnidipineを,L型 Caチャネル はCC)捌ockerとしてVerapamilを投与 し,心

拍数,Wenek沌aehcycleiength (常BCL),房室結節不応期,および心室不応期を測定 した.

心拍数は,Mibe血･ad呈1とVerapami王を投与すると,新生仔ウサギ,成獣ウサギとも有意に低下

した (P<0.01).Efonidipineでは威猷ウサギにおいて有意な心拍数の低下がみ られたが (P<0.01),

新生仔 ウサギは低下 したものの有意差 はなかった.WBCLは新生仔 ウサギに Mibefradilと

Efonidipineを柳 1ると有意に延長 したが (各p<0.01,p<0.05),成猷ウサギでWBCLは延長 しな

かった.VeTapamilでは新生仔 ウサギ,成獣 ウサギともにWBCLは有意に延長 した ほ もに

p<0.01).房室結節不応期は,Mibe魚･adilにより新生仔 ウサギで有意に延長 したが (p<0.05),成

獣 ウサギでは延長 しなかった.Efonidipineでは新生仔ウサギ,成獣ウサギともに延長 しなかっ
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た.Verapamilでは新生仔ウサギ,成猷ウサギともに有意に延長した (p<0.01).いずれの薬剤で

も,新生仔ウサギ,威獣ウサギともに心室不応期には着意な変化は生じなかった,

結論 :WBCLは Mibe丘･adi呈,Efonidipineの両方で,房室結節不応期はMibe血･adilで,新生仔ウ

サギでのみ有意に延長した.TCCbまockerが房室伝導に与える影響は成長によって減少し,房室

結節でもTCCのdevelopmentalchan酢 が存在することが推察された.

キ-ワード:T型Caチャネ町 Caチャネルブロッカー,Developmentalchange,ランデンドル

フ濯流心,小動物実験

は じ め に

心筋細胞への Ca2+流入は心筋収縮や自動能に

対 して重要な役割を果たしており,その流入路 と

なっているのが Ca2+チャネルである.心臓に存

在する細胞膜 Ca2十チャネルはL型 Caチャネル

(以下 LCC)とT型 Caチャネル (以下TCC)で

あり,その組織的分布や役割は異なる.高閲値活

性型 (Highvoltageactivated&slowlyinactivating)

CaチャネルであるLCCは心房筋,心室筋に豊富

に分布 している.一方,低閤値活性型 (Lowvolt-

ageactivated&rapidlyinactiva由ng)Caチャネル

であるTCCは,生理的状態の成熟心の 心 屠筋細

胞や心室筋細胞にはほとんど分布せず 1㌦ TCC

current(Ica_T) は洞房結節細胞においてペース

メーカ-電位の形成に閲覧している2).しかし近

午,心肥大 3)4)や心不全 5)など病的状態の心臓

ではTCCが心房筋細胞や心室筋細胞に発現 して

いることが明らかになり,Ica_Tが心筋細胞の肥

大形成や催不整脈に関与することが示唆されてい

る.このようなTCCの生理的,病的な役割を標的

としたT型 Caチャネルプロッカ- (以 ドTCC

Biocker)には抗心不全や抗不整脈の作用が期待

され 6),臨床でも使用され始めている.

また,心臓におけるTCCの "deveiopmental

ehangeMが知られている.ヒトを含む晒乳類の胎

児か ら生後早期の急速成長期の心筋細胞には

TCCは広 く分布 し,成熟とともにその発現が減少

する.よって Ica_Tの生理的役割は成熟心に比 し

未熟心でより大きいことが推察 されている2).し

か し,心蔵刺激伝導系におけるTCCの分布や生

理的役割,さらにはdevelopmentalchangeについ

ては十分明らかになっておらず,刺激伝導系に対

するTCCbiockerの効果の developmentalchange

についての報告もない.

そこで,今回我々は刺激伝導系に対するTCC

blockerの効果の deveiopmentalchangeを明 らか

にするため,ウサギのラングンドルフ濯流心を用

いて検討した.

材料と方法

1.ウサギランゲンドルフ濯流心モデル

我々の実験は新潟大学動物実験規則に則って,

動物実験倫理委員会の許可を得て行った.

小動物 として NewZealandⅥ亀ite㌻abbitsを用

いた.新生仔 ウサギ 拍 - 12生 R,体重 80-

240g,n-5)および威猷ウサギ (体重 2.1-4.5kg,

n=5)に pemtobarb豆もa豆30mg葎gによる麻酔 と

heparin300単位撒gによる抗凝固を腹腔内投与

にて行った.十分に麻酔が効いていることを確認

した後に開胸 し,速やかに心臓を摘出 した.上行

大動脈へ カニュ レ-シ ョンした後に,濯流液

(Krebs-Hense豆eitsoはt量on ;118NaCl,1.66

MgS04,3.2KCl,1.2KH2PO4,26.88NaHCO3,2.52

CaC12,5.55g豆ucose,2.0sodiumpyruvate,単位

mM)を濯流 させて心臓の拍動を維持 させた.濯

流液は恒温槽をもちいて循環温度を37℃に保ち,

95%02と50/oC02の混合ガスを用いて酸素化を行

い,pHを7.4±0.5の範囲に保った.
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表 1 使用した薬剤の設定濃度

lstconcentration 2ndconcentration 3rdconcentration

ヒfo｡l(jlPl,rlC O.1jtlM

Mibefradil 0.05トlM

＼やrtllPL=nl ･D.0～いM

0.4LIM 1.2LlM

0.15卜M 0,SLIM

0.15トIM 0.SLlM

2.実験プロトコール

ペ-シンダおよび心電図記録のため亨左右両心

耳および左右両心素自由壁に電極を取 り付け,

SIEMENSRECORV6.1.8にてECGmonitoringを

行った.上行大動脈へカニュレーション後に濯流

液のみで 30分間濯流して心拍動の維持安定化を

させた後に,薬剤投与前の測定 (baselinestudy)

を行った.洞調律心電図を記録し,心拍数を洞結

節機能の指標とした.続いて Medtronicmode首

5326programablestimulatorを用いて心房電極よ

りプログラム刺激を行い,房室結節機能としての

Wenckebachey cle漫ength(以下,WBCL)および

房 室 結 節 不 応 期 を測定した,最後に心室電極より

プログラム刺激を行い,心室不応期を測定 した.

心拍数は安定 した5心拍の平均を採用した.房室

結節不応期は心房電極よりbas豆crate250msecで

8心拍心房を刺激し,その後心房波の消失する刺

激間隔を官軍結節不応期とした.WBCLは8心拍

以内に 1:1の房室伝導が欠落する最低の cycle

lengthとした.心室不応期は,心室電極より刺激

した心電図波形を心房電極で測定 し,basicrate

250msecで8心拍心室を刺激し,その後心室波の

消失する刺激間隔を心室不応期とした.

baselinestudyの後,濯流液に薬剤を溶解し第 且

の設定濃度にして 15分間濯流させ,安定化させ

たのちに 1stconcentrationstudyを行った.次に

第2の設定濃度になるよう潅流液に薬剤を追加し

て 15分間潅流 させ,安定化 させたのちに 2nd

concentrationstudyを行った.同様に薬剤を追加

して 3rdconcentrationstt廟 を行った.各設定濃

度での study終了後に新たな潅流液にて30分間

の薬剤washoutを行い,washoutstudyを行った.

3.e王lチャネルブロッカー

TCCblockerとして MibefradilとEfonidip豆ne

を使用した.両者ともT-type,L-typeともプロッ

タするdualChannelblockerであるが,Mibe&adままの

T型 Caチャネルの抑制作用はL型 Caチャネルに

比して10から20倍強く7),EfonidipineはT型 Ca

チャネルとL型 Caチャネルの両者を阻害する7).

LCCblockeTとしてVeyapamilを使用 した.いず

れの薬剤も十分な抑制効果が得られるよう,IC50

の得られる濃度を第 2の設定濃度とし,第3の設

定濃度はその3倍以上の濃度とした.それぞれの

薬剤の第 1-3までの設定濃度は表 1に示したと

おりである.

･-I.統計解析

測定値は平均±標準誤差で示し,各鮮肉での変

化の比較はoneway-repeatedANOVAsで行い,

p<0.05を有意と判定した.

結 果

各薬剤を授与した際の電気生理学検査的パラメ

-タ-の変化については表 2に示した.
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嚢望 新生仔ウサギおよび成猷ウサギ心臓に対 して Caチャネルプロ､ソカ-杏

使用 した際の電気生理学的パ ラメ-タ-の変化

測定値は平均±標準誤差で示 した.

♯ :baseiineに比 して有意に延長 (P<0.01)

※ :baselineに比 して有意に延長 (P<0.05)

HR:心拍数,WBCL:Wenckebachcyclelenが払,AVNRP:房室結節不応期,VRP こ心室不応期

drLZg 伝遜S督l納遼 Ist 2md 3Fd vvashout

MIbefrad妻l 20ま2土4.9 ZOZ.2烹5.5 1992ま4,6 ほ2敵 将がl 娼94まき1

HR(/mm) EfonidFPme 175.O土8.3 1弧 3ままも.6 1707史151 15臥7まま63 1473皇127

veraPきm‖ 198触97 176.畠全島7 呈裾 O士6が 13ユ2土111静 ま仰 4±62

WBrLLrTl～e⊂1

MlあをfFadi事 62.3士O.ち 665士19 585土06 685土ユ3m 640細 6

Ef卯i軸 Ine S79まま04 717土3息 750全32 Bユー触る 亀滞 91馳78

ver神冶rrli1 675皇ま8 73.5士2ち 880吏27瀦 iO7Oi5.右肘 855女40

AVNRP(rTl～e亡l

Mlb菅frad毒i l朗 O皇68 112.(吐息6 108.O全10-2 1160士6,0済 ま040士S1

Ef即事dgP毒ne 王まま7士$3 1250立番9 1300皇77 i350-+12-3 且SSO士188

VerapamiE lま40台約 126O皇51 1320士37 1朋 Q皇140g i堵20士49

VRPLrm＼～rl

醐圭bやfTadl事 1420土37 1480皇55 1400士45 1480士32 142.0士5､8

臣fon‡d事Pme l44D皇40 1380土4,9 1王座0土73 1480食77 且舶 O史121

Vera卵Mlヨ 13之Oi66 1320士66 i呈40±51 1340士51 142〔蛭37

LITLIR 8.-～phnp Pくt ヱnd 3rd vvJihl､LJt

MEbt･TJrad'1 1～J～..ll･l

EfonldiPFne l432土gO

VerapamLI ユ62O士慧7

149PS皇145 1448まま3g縛 ユまも.名士且1が 1弧 5ま149

1438土103 135.4±62 103,む 愚.暴発 紡 名主12.7

1412皇S冶淡 130馳59有 119約74将 1242±62

M赦せfr鼓射 81ー3±且重 き19±41 796±28 775土35 771土37

Efortld書PlFle も90±26 70,0士2.7 740土28 7も5真之轟 815士4S

ver叩am‖ 655士1,5 72_O畑 9溜 795台228 朝 地 3が 鈷 0±2呈

Mlbefr声d垂t 138_O女71 145こ捜65 1325丑85 1225±155 1250土1O4

gぞひfTldをP事ne 112.0皇116 102触12.4 960ま144 980士97 1100士126

veTaPamiF 72､0土37 番0馳 与･5 1鵬 馳112好 lSB･O恵& 0# 122地 名6g

h小b〆rJdll I阜oO土ILI0

VerapamI∃ ま42,0士37

1友は 7埜87 1367ま145 1333ま120 1167土まま0

14OO皇45 1380土3.7 ユ300士5.5 まま之0士37

I-1=Ot.17 1.4f'Cr亡LIO 14L.10!32 1_1BLlt49

1.′Ll拍数はTCLbloL･kel･.1.ccbloぐkcrのどち

らでも低下し,成長による変化は無い (図 1上

心拍数はMibe&adilとVerapamilを投与すると,

3rdeoncentrationでは新生仔ウサギ,成獣ウサギと

もに有意に低下した (P<0.01).Efonidipineでは成

獣ウサギにおいて,3rdconcentrationでは投与前に

比して有意な心拍数の低下がみられたが (P<0.01),

新生仔ウサギは低下したものの有意差なかった,

2.新生仔ウサギの WliCI.はTCCbloekcrで延

長するが.成獣ウサギでは延長しない (図2上

WBCLは新生仔ウサギにMibefrad豆1,および

Efonidip豆neを用いると,薬剤投与前に比べて3rd

coneentrationでWBCLは有意に延長 したが (各

p<0.01,P〈O.05),成獣ウサギでWBCLは延長しな

かった.Verapam豆1では新生仔ウサギ,威獣ウサ

ギともに3rdconcentratiorlのWBCLが有意に延

長した (ともにpく0.0虹

3.新生仔ウサギの房室結節不応期はl:liberrildil

で延長する (図3上

房室結節不応期は,M呈be血･adiH二より新生仔ウ

サギで薬剤投与前,lstConcentration,2ndcon-

een鯨ationに比 して3rdconeentr如ionで有意に延

長 したが (p<0.05),成獣ウサギでは延長しなかっ

た.Efonidipineでは新生仔ウサギ,成猷ウサギと

もに延長 しなかった.Verapamilでは新生仔ウサ

ギ,威獣ウサギともに有意に延長した (P〈O.01).

-1.心室不応期はいずれの薬剤も新生仔ウサギ.

成獣ウサギともに容量依存的変化はみられな

い.

いずれの薬剤でも,新生仔ウサギ,威獣ウサギ

ともに心室不応期には有意な変化は生じなかった

(図省略上
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図1 Caチャネルブロッカー投 g封こよる心拍数の変化

A :M泡efrad畳ま,3rdconcentrationで新生仔 ウサギ,成獣 ウサギともに有意に低下 した 浮く0.01).成猷ウ

サギでは2ndconce王ltratiorlでも低 Fした くP<0.05).

B :Efonidipine.成獣ウサギで 3rdconcentrationで有意に低下 したが (P<0.01),新そ日子ウサギでは変化

がなかった.

C :Verapami呈.新生仔 ウサギでは 2nd,3rdconcentrationで有意に低 p-した くP<0.0虹 威獣 ウサギでは

1st-3rdまで有意に低下 した (各 P<0.05,P<0.01,P<0.01).

考 察

新生仔 ウサギと成獣 ウサギを用いて,TCC
blockerが刺激伝導系に与える影響について検討

した.TCCblockerにより心拍数は新生仔ウサギ,

成獣ウサギともに低下し,房室伝導は新生仔ウサ

ギで抑制 された.心室不応期は新生仔ウサギ,成

獣ウサギともTCCblockerによる変化は認めなか

った

1.新生仔ウサギの房室伝導はTCCblorkerに

よって抑制される

今回のウサギの実験では,新生仔ウサギのみで

房室伝導がTCCblockerによって抑制 された.

TCCblockerがウサギ心臓の房室伝導に与える効

果は成長とともに減少しており,"developmentai

changeHを認めた.一方LCCblockerでは新生仔

ウサギと成獣ウサギともに房室伝導が抑制 され,

成長に伴う効果の違いはなかった.



沼野 :ウサギ心臓の房室伝導に対するT型Caチャネルプロ､ソカー効果の成長による変化 43

A M心8f'adい〟BCL

200

75

58

25

榊

75

50

2

B

派

閥

潤

1-
5

Ⅷ

C

25O

200

150

一oo

50

0

Ver8PamHWBCL

:I:･･･

図2 Caチャネルブロッカ-投与によるWBCLの変化

A :Mibeかadil.釈/日子ウサギでは3rdconcenもTationで有意にWBCLは延長したが (P<0.01),成獣ウサ

ギでは変化がなかった.

B :Efonidipine.新生仔ウサギでは3rdconcen汁ationで有意に闇BCLは延長したが (P〈O.01),成猷ウサ

ギでは延長しなかった.

C :Verapamil.新生仔ウサギでは2nd,3rdconcentrationで有意に延長した (各P<0.05,P'0.01).成猷ウ

サギではlst-3rdまで有意に延長した (各P<0.05,P<0.01,P〈O.01).

多くのは乳類において,TCCは成熟期には洞房

結節細胞 に存在 し,ペ -スメ-カ-電位の形成,

自動能の調節に関 hj.している 2).さらにマウスで

は房室結節 に もTCCが存在 し,その機能 を示唆

する報告がある.TCCalGサブユニ ッ トをコー ド

す る Cav3,1遺伝子の ノックアウ トマ ウスは,心

戻-His棄伝導の延長,房室結節不応 期の延長を

認め,房室結節機能の異常 を釆 たす 8).また,単

離 したマウス房室結節細胞においては,LCC (ty

lDサブユニ ッ トタイプ)は房室結節の 自動能発

生に関わ り,TCC (αlGサブユニ ッ トタイプ)は

その 自動能 の発火頻度 (心拍 数 ) に閲 覧 し 9),

TCCがマ ウス房室結節耕柑包において も電位形成

に関わることが推測 される.

--･方,胎生期ではTCCは作業心筋細胞や刺激

伝導系に広 く存在 し,静止電位 の 浅い組織で由動

能に関 与す ると考 えられている 1).

この ように心臓でのTCCの分布 が成長に伴 い
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図3 Caチャネルプロッカ弓貸与による房室結節不応期の変化

A :Mibe&adil.新堂仔ウサギで薬剤投与前,lstconcentration,2ndconcentratio王1に比 して 3rdconcen-

trationで有意に廷長した (p<0.05).成獣ウサギでは変化がなかった.

B :Efonidipine.新生仔ウサギ,威獣ウサギともに房室結節不応期は廷表 しなかった.

C:Verapamil.新生仔ウサギ,威猷ウサギとも薬剤投 与一札 lstconcentration,2mdconcentrationに比 し

て3rdconeentrationで房室結節不応期は延長 した (P<0.01).

少なくなることが知られている,作業心筋では,

その詳細が報告されつつある.例えばラットの心

房筋では,幼君期にTCC電流はLCC電流より多

く認めるが,成長につれてTCC電流は減少 し,

LCC電流の 1/5程度になり10),心室筋において

も幼 者期以降ではほとんどTCC電流は認められ

なくなる 10).マウス心室筋でも,胎生期にTCC
(alHサブユニットタイプ)のm汲NAは豊富に発
現 しているが,成獣マウスになるとほとんど発現

を認めない 11).このように小動物の作業心筋細

胞におけるTCCは,生後学期の急速成長期後に

発現が減少する∴idevelopmenは漫changeMを認め

る.

それに対 して,刺激伝導系におけるTCCの

"developmentalchange"についての報哲はヒ ト

や小動物でもほとんどない.また,刺激伝導系に

おけるTCCblockerの効果の "developmental

Change"も充分に明らかになっておらず,TCC
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biockeTの房室伝導機能への影響を述べた報告は

ない.

今回の結果は成長に伴い房室結節でのTCCの

発現が少なくなり,k a_Tが房室伝導に果たす役

割が減る "developmentalchange"を示唆 してい

るのかもしれない.房室結節伝導におけるTCC
の役割が詳細にわかっていないため,"deve】op-

mentalchange"の機序は不明である.心房筋 ･

心室筋では成長に伴いTCCの発現数が減少 して

いることか ら, ウサギ房室伝導に対するTCC

biocker効果の "developmemtalchange"もTCC

の発現数の減少によって生 じている可能性があ

る.しかし,TCCの質的変化による可能性も否定

できず,その検討も必要である.

2,心拍数に対するTCCbloekerの影響にdeve1 -

OpnlCnlill血Ingeはなかった

心拍数は,Mibe血･adil,E良)nidipineというTCC

blockerで新生仔ウサギと成獣ウサギ同様に容量

依存的に低下した.TCCは洞房結節においてペ-

スメ-カー電位の形成が生理的役割であり,柊に

活動電位 の 緩徐脱分極層 (第 4相)後半の電位を

形成する2).TCCのα1Gサブユニットをコー ド

するCav3.1遺伝子のノックアウ トマウスは房室

結節機能の異常のみならず,徐脈を来たし,洞房

結節ペースメ-カー機能の異常も認める8)こと

から,マウスの洞房結節にはTCCが存在し,それ

は主にαlGサブユニットタイプTCCであると考

えられるが,新生仔マウスと成獣マウスでの比較

はされておらず,成長による変化は不明であった.

今回の実験ではTCCbiockerは新生仔ウサギと

成獣ウサギの両者とも心拍数を低下させることか

ら,洞房結節機能におけるTCCの関与には出生

後の Hdeve呈opmentalchangeHは少ないと推察 さ

れる.

3.TCCblot･ket･の心芯に対する影響

心 室 不 応 期 は いずれの薬剤も新生仔ウサギ,成獣
ウサギともに容量依存的変化はみられない.PFCC
は威獣イヌのプルキニエ線維にも存在する 12日3)

が,新生仔ウサギからの変化については不明であ

り,小動物ではプルキニエ線維におけるTCC発

現の報告がなく,発現そのものが不明である.マ

ウス心筋細胞でTCCの mRNA発現は,胎生期に

比べて成獣マウスで著しく減少する11)

今回の実験結果の機序は不明だが,TCCblock-

erの影 響 に 新生仔ウサギ,威猷ウサギで変化がな

いの ほ,ウサギ心室筋ではTCCが胎生期のうち

に消失 しているためかもしれない,

4.TCCblorlterは臨床で期待される薬剤である

TCCは生理的状態の心臓では洞房結節に最も

密に発現 し,王C｡_Tはペースメ-カ-電位の形成

に関与 している.-一方,成熟心の心房筋や心室筋

にはほとんど発現がみられない.しかし近年,ラ

ット肥大心筋細胞 3)4),心筋梗塞後ラット心筋細

胞 射,心不全ラット心筋 5),にIca爪Tが増加する

ことから,病的状態の心筋細胞においてTCCが

再発現 していることが示 され,Ica_Tは心筋細胞

の肥大形成や分化過程での cellcyc昔eの調節,心

不全発現過程での細胞内 Ca2十過負荷に関与 し,

病的状態の心筋細胞での異常自動能元進や催不整

脈作ダ削こ関連 している11)

従来から使用される降圧薬であるジヒドロピリ

ジン系 Ca括抗薬などの LCCblockerは,血管拡

張を来 した結果,反射性に交感神経活性を先進さ

せる反射性頻脈を生 じ,予後に悪影響を及ぼすこ

とが指摘 されている1隼 一方,TCCblockerは心

拍数を抑制するため,心筋弛緩期を延長させて心

筋 内 膜 側 の 冠血流 を確保 し,心筋酸素消費の増大

を抑えることで心筋保護効果が期待できる降圧薬

として用いられている,動物実験ではTCCblock-

erの抗不整脈薬としての有 用性 15)16日7),心不全

治療薬としての有用性 6)18)が示 されていること

から,臨床でもTCCblockerには,頻脈抑制によ

る心筋保讃効果のほか,不全心筋に直接的に作用

する抗心不全薬や,抗不整脈薬としても期待され

ている.

TCCBlockerには小児領域でも心房性不整脈の

治療や抗心不全薬として成人と同様の効果が期待

される.本研究の結果から,小児期でも心室筋の

刺激伝導系に対 してはTCCblockerの効果ほほと
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んどないと考 えられるため,心室に対する催不整

脈作用 も来 しにくいと考 えられる.しか し,房室

伝 導 機 能 に対 して は小 児 か ら成 人 に か け て

"developmentalChange"が存在す る可能性 が あ

り,小児期にTCCblockerを使用する場合,成人

に比べて房室伝導機能への影響を考える必要があ

るかもしれない.

結 語

新生仔ウサギと成猷 ウサギの b ng帥dorff濯流

心を用いてTCCbloekeTが刺激伝導系に与える影

響 を検討 した.TCCbloekerが房室伝導 に与える

影響 は成長によって減少し,房室結節で もTCC

の dev如 pme血 豆changeが存在す ることが推察

された.特に乳児 ･新生児にTCCblockerを使秤ヨ

する際にはこの時徴に留意する必要があるかもし

れない.
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