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Hb 13.8/<a,m 4i%であった.動脈血ガス分
析ではFH 7.34.F℃2 58(Torr) ,PC02 46(Tom) ,

に
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急性心筋梗塞には種々の合併症が起こるが,
我々は下後壁梗塞の発作時にStokes‑Adams発作
と思われる意識消失を起こし,その急性期に,
一過性にIII度からI度に至る房室ブロック及び
左脚ブロックを合併した症例を経験したので報
告する.
症

例

患者:71歳,女性

HC0324.6(mmol/l),02 sat 88(%)であった・
胸部レ線上,明らかな胸水や肺うっ血の所見は
認めなかった.血清酵素学的変化を第3病日ま
では8時間ごと,それ以降については第4, 6,
ll,20,27病日に1回/日の頻度にて追跡した.
CPK.CK‑MB及びGOTは第2病日に‑峰性の
ピークを,またLDH及び白血球は第3病日に
ピークを示した.冠動脈硬化の危険田子として
喫煙,肥満が考えられた.
心電図経過:胸部圧迫感が出現し約1時間後

主訴:堰気,胸部圧迫感
現病歴:昭和62年5月29日, 12時30分に堰気
及び暗吐の後,胸部圧迫感を訴え, 13時30分某
院を受診した.心電図より急性心筋梗塞(下後

に記録された心電図ではFig. I a)の如くII,
Ill, aVf,V5‑Veの誘導においてST上昇を認め

壁)及び完全房室ブロック(Ill度房室ブロック)
と診断され、 14時30分当科‑緊急入院となった.
当科入院時,痩撃を伴う意識消失発作が出現し
たがアトロピソ2筒を静脈内衝撃注入したあと,

律は心室レートが毎分45の完全房室ブロックで
あった (Fig.I b)).以上より心電図上心
筋梗塞の部位は,下壁,後壁,及び一部側壁と
考えられた.第7病日にペ‑シソグを一時中断

直ちに回復した.アトロピソにより脈拍数は増
加したがその後も完全房室ブロックに伴う徐脈
(脈拍数45/min)が持続したのでペ‑シソグカ
テーテルを右室内に挿入し,一時ペ〜シソグを
開始した.
既往歴、家族歴:特記すべきことなし

して完全房室ブロックの消失を確認した後,ペー
シソグカテーテルを抜去した.第10病日に房室

喫煙歴:一日20本, 10年間.飲酒歴なし.
入院時理学的所見:身長142cm,体重56k甘,
血圧96/60mmHg,脈拍45/min堅,前胸部と背
部に湿性ラ音を聴取した.致静脈怒帳,肝腫大,
心雑音,奔馬調,浮腫は認めなかった.
入院時検査成績:末梢血の白血球数は8800,

た. I、 aVL, V,‑V<の誘導のST低下は後壁
におけるST上昇の鏡面像と思われた.基本調

伝導が正常に復帰するまで下記の如く多彩な不
整脈が観察された.房室ブロックは第1‑第6
病日においてIII度を示し,第6‑第9病日には
Fig. I c)に示す如く3:2及び5:4伝導のII度AV
ブロック(Wenckebach type)やFig. I d)に
示す如くI度AVブロック又は2:1ブロックへの
移行がみられた.完全左脚ブロックは第51第
7病日に出現した.
冠状動脈造影所見:冠状動脈造影を第44病日
に施行した.右冠状動脈はその近位部の右室枝
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を分枝した直後(AHA分煩のSegment 2)に
おいて完全閉塞を示した.左冠状動脈は75%以
上の有意狭窄はなく,回旋枝による側壁の涯流

降は不整脈の増大及び血圧の低下を認めること
なく病室内歩行や排尿,排便が可能となり順調
に回復した.

領域は狭かった.以上の所見より梗塞の責任動
脈は右冠状動脈」枝のみと考えた.
その後の治療及び経過:多発する心室性期外
収縮に対してキシロカイソの点滴静江を第5病
日まで継続した.急性期完全房室ブロック時の

考

察

本症例の急性期における意識消失発作は,発
作前に完全房室ブロックに伴う徐脈を認めた事,

低血圧(収縮期血圧80‑98mmHg)に対して
ドブタミソの点滴静江を行なった.第5病日よ

及びアトロピソ静注後直ちに回復した事より

り,リ‑ビ1)チ‑ショソを開始し,第11病日以

下壁梗塞に伴なう完全房室ブロックの出現は一過
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Stokes‑Adams発作と考えられた.

aVn

avi

aVF

Fig. I :心電図経過 上段から順にa), b), c), d)として表す.
a)発症1時間後の心電図: II、 Ⅲ、 aVf, Vb‑V6においてST上昇が認められたI, aVL, V,‑V,のST低
下は後壁におけるST上昇の鏡面像と考えられる.
b)発症1時間後の心電図(II誘導) :基本調律は心室レートが毎分45の完全房室ブロックであった.
C)第8病日の心電図(胸部V5誘導) : 3:2及び5:4伝導のII度AVブロック(Wenckebach type)を認めた.
d)第8病日の心電図(II誘導) : I度AVブロック及び2:1ブロックが観察された.

急性心筋梗塞の一例

性であり薬物療法に良く反応し,予後も前壁梗塞に
合併する場合と比較し良好と成書に記載
がある.しかし本症例の如く徐脈を示しStokes‑
Adams発作を起こす症例では一時ベ‑シソグ
の適応と思われ,早急は処置が必要である.
下壁梗塞の発症直後より血圧下降に伴ない房
室ブロックが生じる場合,迷走神経の関与が大
きいと考えられ,アトロピソが効果的であると
言われている

房室伝導が急性期を脱した後に回復する磯序
として迷走神経の緊張以外,下記の如く諸説が
ある.即ち(1)心筋壊死周囲の細胞外におけ
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る一過性のカリウム上昇が正常心筋の脱分極に
影響を及ぼし,刺激伝導系から憤死周囲心筋‑
変更伝導が生じ,カリウムの正常化とともに伝
導が回復する (2)刺激伝導系の線維細胞が
虚血を耐え生き残った結果,伝導が回復する.
(3)梗塞域に浸潤した好中球が経過と共に消
鶴することにより伝導が回復する,等である.
本症例は房室ブロックのみならず左脚ブロッ
クも一過性であるが合併した.左脚ブロックが
前壁梗塞に合併した場合,心不全による死亡率
が高く11)梗塞域が広い事が推測される.一方,
本症例の如く下壁梗塞に伴う場合の頻度及び予
後に関して詳細な報告は見当たらない.
本症例は右冠状動脈近位の閉塞より生じた心
筋梗塞と考えられるが,左室下壁,後壁のみな
らず側壁にかけて広く梗塞が波及し,房室結節
以下の刺激伝導系を取り囲む心筋に影響を及ぼ
し房室ブロック及び左脚ブロックを一過性に合
併したと推測された.
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A Case of Acute Myocardial Infarction Complicated with
Stokes‑Adams AttaclC and Various Heart Block
Masayasu Nakazato, Yuji Maruoka, Kosiro Fukiyama and Yutaka Yogi
Third Department of Internal Medicine, School of Medicine, Univercity of the Ryukyus.
Yonabaru Central Hospital Internal Medicine
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Abstract

We report a case acute myocardial infarction, in which syncopal attack with convulsion occured
at emergency admission. After the admission, temporaly RV pacing was performed against brad‑
ycardia due to third degree AV block, and various degree AV block and left bundle branch block
were monitered transiently in the following hospital days.

