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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　スカラー心電図上のQRS前額面平均電気軸が一30度～－180度を呈する先天性心疾患78例に対し体

表面電位図を作製し，また一部の症例には心表面心電図を測定し，左軸偏位の機序に付いて解析と分類

を行った．体表面電位図において，その極大・極小の変遷とapical　breakthrough　minimumの出現時

間を検討し，心表面心電図ではとくに右室前乳頭筋付着部，左室前乳頭筋付着部，左室後乳頭筋付着部

心表面の興奮伝達時間および最終興奮部位を検討した．上述の検討の結果，先天性心疾患78例は以下の

5群に分類された．（1）左脚後枝伝導時間短縮群（左軸を示した心内膜床欠損症，心室中隔欠損症，完

全大血管転換症，ファロー四徴症および特発性左軸偏位）．（2）左脚前枝ブロック群（特発性左軸偏位兼

完全右脚ブロック，完全大血管転換症の一群）．（3）心室の容積および位置異常群（三尖弁閉鎖症，左室

性単心室，根跡的左室をもつ右室性単心室）．（4）異常刺激伝導系群（修正大血管転換症）．（5）心室肥

大群（右室性単心室，単純型大動脈縮窄症，修正大血管転換症）である．これらの結果から推測すると，

諸種の先天性心疾患における左軸偏位の出現機序には，（1）右脚，左脚前枝，左脚後枝伝導時間の相対

的差異，（2）局所の心筋量，（3）右室と左室の容積および位置，（4）異常刺激伝導路などが関与してい

ると考えられた．

　先天性心疾患における左軸偏位は心内膜床欠損症お

よび三尖弁閉鎖症を代表として，完全大血管転換症，

心室中隔欠損症などの一部や単心室，両大血管右室起

始症などの多くの疾患に認められる．しかし，その出

現機序については，上述の各心奇形が合併奇形を伴う

複合をなしていることが多く不明の点が少なくない．

体表面電位図は躯幹に多数の電極を置き電位を記録す

る為にスカラー心電図やベクトル心電図より多くの情

報が得られる．我々は，体表面電位図と心表面心電図
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を比較検討し，先天性心疾患の左軸偏位の成因の解析

と分類を試みたので報告する．

　　　　　　　　1．対象と方法

　対象はQRS前額面平均電気軸が左軸偏位（－30度

～－ 180度）を示す先天性心疾患78例（3ヵ月～28歳）

である．うちわけは心内膜床欠損症19例（1歳～15歳），

三尖弁閉鎖症15例（3歳～14歳），心室中隔欠損症10例

（1歳～6歳）（perimembranous　type　9例，　atrio－

ventricular　canal　type　1例），修正大血管転換症6例

（3歳～14歳）（intact　ventricular　septum　3例，心室

中隔欠損症に肺動脈狭窄あるいは肺動脈閉鎖合併例3

例），完全大血管転換症8例（5ヵ月～11歳）（1型1
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例，2型1例，3型6例），右室性単心室5例（3ヵ月

～ 28歳）（根跡的左室合併例3例，非合併例2例），左

室性単心室2例（10歳～15歳）（2例とも根跡的右室が

右方に存在する），ファロー四徴症2例（2歳～16歳），

Criss　Cross　Heart　2例（3歳～16歳），両大血管右室

起始症1例（15歳），単純型大動脈縮窄症1例（11歳），

特発性左軸偏位3例（9～13歳），特発性左軸偏位兼完

全右脚ブロック4例（6～15歳）である．

　体表面電位図は帝人・東工大作製のカルジオピジョ

ンを使用した．電極は128個，Wilson　central　terminal

を不関電極とする単極誘導心電図を同時誘導し，すべ

ての心電図の同時点をコンピューターで同定し，それ

ぞれの電位を求め記録する方式である1）．今回はQRS

を1msecごとに体表面電位図を作製し，各疾患の極

大・極小の変遷とapical　breakthrough　minimum2）の

出現時間を検討した．心表面心電図は心表面上の

10～50点をKaiserの白金電極（電極間隔1mm）を用い

て双極誘導で記録した．興奮到達時間は四肢誘導QRS

の一番早い立ちあがりより心表面V波のもっとも急峻

fg　deflectionまでとした．使用器械は主に三栄測器社

製の時定数0．003，500HZの高域カットの増幅器で紙

送り速度800mm／secで記録した．一部の症例に，　ON－

LINE化された興和作製のONLEPあるいは福田電

子作製のHPM6500を使用した．心表面の記録点は，

Durrer3）およびWyndham4）の報告を参考に，3個所の

Breakthroughの位置に相当する部位つまり，右室前

乳頭筋付着部位，左室前乳頭筋付着部位，左室後乳頭

筋付着部位を重要視して，その部位の興奮到達時間に

ついて各疾患を比較した。心表面上この3点の興奮到

達時間のコントロールとして右軸の心房中隔二次孔欠

損症と右軸のファロー四徴症を用いた．

　　　　　　　　　2．結　　果

　図1は完全型心内膜床欠損症にファロー四徴症を合

併した8歳女児の症例である．QRS前額面平均電気

軸一100度，QRS間隔は80msecであった．心表面心電

図はFontaine5）等の展開図で示している．　Breakth－

roughは右室前乳頭筋付着部，左室前乳頭筋付着部，左

室後乳頭筋付着部心表面に認められた．しかし，正常

例の報告と異なるのは左室後乳頭筋付着部が15msec

と著しく早期に興奮している点である．この症例は25

msecで左室前乳頭筋付着部，30msecで右室前乳頭筋

付着部が興奮し，最終興奮部位は三尖弁輪であった．

表1に，ファロー四徴症，心房中隔二次孔欠損症，心

内膜床欠損症の左室後乳頭筋付着部心表面興奮到達時

189－（53）

表1　各乳頭筋付着部心表面興奮伝達時間

TOF ASD ECD

右室前乳頭筋部

左定前乳頭筋部

左室後乳頭筋部

15．7

19．5

29．4

　　　C：3830．6　　　P：22．5

　　　C：2825．7　　　P：24．5

　　　C：3733．O　　　P：27．6

34．5

28．9

19．7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：msec
TOF：ファロー四徴症
A・D・心房中隔二次孔欠損症（C：central　block文献30）P：peripheral　block）

ECD：心内膜床欠損症

間を示す．心内膜床欠損症は19．7msecと心房中隔二

次孔欠損症やファロー四徴症より著しく早期に興奮し

た．体表面電位図は既に報告の如く6），右腋窩線で割を

入れ引きのばしたように表示している．心室興奮開始

後10msecで極大は前胸部下方にあり，　initial　vector

は下方を向くことを示している．31msecにおいて，極

大は上方に転じ，極小は逆に左側胸部下方に存在した．

この時点まではKarsh7）の報告と同じである．しかし，

さらに31msecにおいて矢印の部に等電位線の歪みが

生じ，これは山田等の報告した左脚後枝付着部心表面

の興奮の体表面への投影と考えられるapical　break・

through　minimumと考えられた．この出現時間は右室

のNicheの場合と同様に等電位線の最初の歪みを

とった6）8）．この出現時間は表2に示す如く，ファロー

四徴症心内修復術後左軸偏位兼完全右脚ブロックおよ

び特発性左軸偏位兼完全右脚ブロックよりはるかに早

く出現し，心内膜床欠損症19例平均32．7±7．Omsecで

あった．このようなapical　breakthrough　minimumは

心内膜床欠損症のように心表面心電図上左室後乳頭筋

のBreakthroughが他の乳頭筋より早期に出現するか

あるいは右脚本幹および左脚前枝ブロック下で右室前

乳頭筋および左室前乳頭筋よりのBreakthroughが認

められない時に顕著に現れる．体表面電位図上，右室

前乳頭筋および左室前乳頭筋よりのNicheが認めら

れるとapical　breakthrough　minimum　eまキャンセ

レーションされて通常は認められない．ここで，apical

breakthrough　minimumの出現時間を述べる場合左

脚後枝伝導時間が正常に近いと考えられる症例を呈示

しなければならない．我々は表1に示す如くファロー

四徴症の左室後乳頭筋付着部心表面興奮到達時間が心

房中隔二次孔欠損症のそれとあまりかわらない値を

とったことに注目しファロー四徴症心内修復術後左軸

偏位兼完全右脚ブロックのapical　breakthrough
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　　　　　　　　図1　完全型心内膜床欠損症，8歳女児例

体表面電位図は白色が陽性．黒点が陰性の電位を示す，実線は等電位線矢印は

apical　breakthrough　minimum．心表面心電図はFontaineの展開図で示してある．

中心は冠状動脈左前下行枝（LAD）で図の向って左より右室横隔膜面（RV
DIAPH）．右室自由壁（RV　ANT）．左室自由壁（LV　ANT），左室横隔膜面（LV

POST）である．実線は等時線を示す．体表面電位図は31msecでapical　breakth－

rough　minimumが出現している．心表面心電図は左室横隔膜面に15msecでbreak・

throughが認められる．

minimum9）の出現時間を正常コントロールとした（表

2の1）．手術において右脚本幹および左脚前枝は傷害

されても左脚後枝は傷害されなかったため左室後乳頭

筋付着部心表面の興奮の体表面への投影である

apical　breakthrough　minimumカミ伝導遅延なく出現

すると仮定したわけである．すなわち表2の1に示し

た40．5±7．3msecを正常コントロールとし，これを基

準として比較すると，表1に示した如く心内膜床欠損

症の左室後乳頭筋付着部が19．7msecと他疾患より早

期に興奮し，従って体表面電位図上それを反映すると

考えられるapical　breakthrough　minimumカミ表2に

示す如く32．7msecと正常値より早期に出現している

ことが理解される．このapical　breakthrough　mini・

m㎜を用いて他疾患群を比較すると左軸の完全大血

管転換症5例中4例にapical　breakthrough　mini・

m㎜が認められ，その値は29．7±5．8msec，心室中隔

欠損症perimembranous　type　30．4±4．Omsec，心室中

隔欠損症atrioventricular　canal　type　30msec，両大血

管右室起始症18msec，および心臓検診で異常を指摘さ

れたQRS間隔が正常でPR延長のない特発性左軸偏

位30．7±1msecとapical　breakthrough　minimumの

早期出現を認め，これらを左脚後枝伝導時間短縮群と
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表2　体表面電位図上apica］breakthroughと右室由来のNiche（RV

　breakthrough）の出現時間（単位：msec）

1）　Apical　breakthrough

　　　ECD
　　　VSD（perimembranous）

　　　d－TGA

　　　Idiopathic　LAD

　Idiopathic　LAD　E　CRBBB

　Surgical　LAD　C　CRBBB
　　（TOF）

2）RV　breakthrough

　　　NORMAL
　　　TA
　LTGA（intact　septum）

lill⊥：：］一

27　±4．6

14．3±6

21．7±0．5

1 皿

難
皿 ．Vn ．vL

t．x．　d・T6A（川）

∂VF　　　Vzz　　Vza
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図2　完全大1血管転換症．III型（心室中隔欠損症，肺動脈狭窄症合併）7歳女児例

体表面電位図上22msecでNicheが認められる．心表面心電図上15msecで右室自由

壁にbreakthroughが認められ，体表面電位図のNicheはこの反映と考えられる．

左室横隔膜面は30msecで興奮するが左室自由壁はbreakthroughは認められず，逆

に45msecと異常に遅い．
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し第1群とした．対象例のうち43例（55％）が第1群

に含まれた．図2は完全大血管転換症3型の7歳女児

例でQRS前額面平均電気軸一　120度でQRS間隔は80

msecであった．心表面心電図では，15msecで右室自

由壁にBreakthroughが認められたが左室自由壁に

Breakthroughは認められず，逆に45msecと異常に遅

れ，また左室横隔膜面は30msecと正常範囲内の興奮

を認めた（表1）．これは心表面心電図上左脚前枝ブ

ロックを示す所見1°）11）であった．体表面電位図では，10

msecにおいて極大は右前胸部下方に，極小は左前胸

部に存在し，initial　vectorは右前下方を向いた．22

msecにおいて左前胸部にNicheが認められた．26

msecでNicheは極小となり，45msecで極大は上方

に，極小は下方に位置した．73msecで右側胸部に極大

が認められた．体表面電位図上22msecのNicheは右

室前乳頭筋付着部心表面の興奮を，45msecの下方の

極小は左室後乳頭筋付着部由来の興奮と考えられた．

また，45msecの陽性の部分は右室流出路と左室自由

壁の未興奮部位であると考えられ，体表面電位図は心

表面心電図と良く対応した．体表面電位図上右室の

Nicheが先に出現したためapical　breakthrough　min－

imumは認められなかった．図3は，前額面平均電気

軸一60度でQRS間隔は140msecの完全右脚ブ・ック

の10歳男児の症例である．体表面電位図上10msecで

極大は左前胸部下方，極小は左前胸部上方に存在した．

40msecで左前胸部下方にapical　breakthrough　mini・

mumが認められた．68msecで極大は右前胸部上方に

移動し，そのパターンは以後殆ど不変で116msecで最

終興奮部位は右前胸部上方であった，右室前乳頭筋付

着部および左室前乳頭筋付着部由来のNicheが認め

られなかったことにより，右脚本幹ブロック兼左脚前

枝ブロックと考えられた．このapical　breakthrough

minimumの値は表2に示す如く，ファロー四徴症心

内修復術後左軸偏位兼完全右脚ブロックの値と近似

し，左脚後枝は正常だが右脚本幹ブロック兼左脚前枝

ブロックの存在下で左脚後枝由来の興奮が顕著となっ

たと考えられ，これらを左脚前枝ブPック群とし第2

群とした．この中には完全大血管転換症3型の一群と

特発性左軸偏位兼完全右脚ブロックが含まれ，対象群

のうち5例（6．5％）が第2群に含まれた．図4は三尖

弁閉鎖症IIbの9歳男児例で前額面平均電気軸一30

度，QRS間隔は80msecであった．心表面心電図では右

室の早い興奮が認められ，その次に左室横隔膜面に

Breakhtroughが出現し，最終興奮部位は左室基部後
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図3　左軸偏位および完全右脚ブロックを呈した10歳

　男児例．

　患児は心臓検診で異常を指摘された．PR時間は正

　常で外科手術の既往はない．体表面電位図上40msec

　でapical　breakthrough　minimumカミ認められる．

上方であった．体表面電位図では，20msecで正常より

早期に（表2）Nicheが認められ，40msecで20msecの

極小とは異なる新たな極小が出現した．最終興奮部位

は左側胸部より背部上方であった．以上より右室は低

形成であり，右室の早期興奮終了後ベクトルは左方へ

向い，その後左室横隔膜面の興奮が加わり，ベクトル

は二つの合成ベクトルとなり左軸偏位を呈すると考え

られた．体表面電位図上20msecのNicheは右室の

Nicheを示し，40msecの新たな極小は左室横隔膜面

からの興奮と考えられ，体表面電位図は心表面心電図

とよく対応した．三尖弁閉鎖症15例中10例においてこ
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図4　三尖閉鎖症IIb（完全大血管転換と肺動脈狭窄を合併）の9歳男児例．

体表面電位図上20msecでNicheが40msecで新たな極小が認められる．心表面心電

図では右室前面と左室横隔膜面に早期興奮部が認められる．この図は右室前面の早

期興奮部位をreferenceとしてとった相対的時間である．

の新たな極小12）が認められた．体表面電位図上右室の

Niche出現時間は14．3±6msec12）と正常より有意に早

期出現を示した（表2）．新たな極小は平均43．6±10

msecとapical　breakthrough　minimumのコント

ロールの値とほぼ同様の時間で出現した．三尖弁閉鎖

症と似た機序により左軸偏位を呈する先天性心疾患と

しては，左室性単心室で根跡的右室を右側に有する症

例13）と右室低形成の完全大血管転換症2型があり，こ

れらでは，右室の早い興奮と左室横隔膜面の早期興奮

が認められた．右側心室低形成のCriss　Cross　Heart

や右側に根跡的左室を有する右室性単心室でも右側の

低形成の心室より興奮が始まり左側の大きな心室に興

奮が向かうので左軸偏位を示す．これらを含めて心室

の容積および位置異常群として第3群とした．対象例

のうち，21例（27％）が第3群に含まれた．

　図5は，合併奇形のない修正大血管転換症の体表面

電位図をしめす．5msecで極大は左前胸部上方に，極

小は右下方に存在し，initial　vectorは左前上を示す．

16msecで前胸部中央にNicheが生じ，18msecにおい

て同部に極小が認められた．極大は暫時左方へ移動し，

最終興奮部位は背部上方であった．このNiche出現時

間は正常より早く（表2），また正常のNiche出現領域

より右方に存在し，河村ら14）の報告した修正大血管転

換症の右側の解剖学的左室自由壁興奮の所見と考えら

れた．同症例は，核医学位相解析による壁運動の検討

でも右側の解剖学的左室自由壁の早期興奮が認められ

た．しかし，心室中隔欠損症などその他の合併奇形を

伴う修正大血管転換症の興奮：伝播においては図6に示
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　　　　　図5　修正大血管転換症（合併奇形なし）の11歳男児例

体表面電位図上16msecでNiche　18msecで極小を形成する（矢印）．右側の解剖学

的左室自由壁の早期興奮を示す（文献14）．

す如く左側にある解剖学的右室自由壁（右室乳頭筋付

着部）にBreakthroughが生じるパターン15）が認めら

れる．したがって図5の症例のように右側に存在する

解剖学的左室自由壁に早期興奮が認められる症例はこ

の部位に異常早期伝導路が推測され，これを第4群と

した．この中には修正大血管転換症のintact
ventricular　septum症例が含まれ，対象例の中で3例

（4％）がこの群に含まれた．

　図6は修正大血管転換症に肺動脈閉鎖，心室中隔欠

損症，動脈管開存症を合併した9歳女児例で前額面平

均電気軸は一130度であった．心表面心電図では解剖学

的右室自由壁に5msecでBreakthroughおよび解剖

学的左室横隔膜面に25msecでBreakthroughが認め

られた．最終興奮部位は解剖学的左室の僧帽弁輪に50

msecで存在した．体表面電位図では20msecで左前胸

部にNicheが出現し最終興奮部位は右背部上方で

あった．この症例は修正大血管転換症として通常の伝

導路系をとり，解剖学的右室の右脚付着部心表面が最

初に興奮した．通常修正大血管転換症に心室中隔欠損

症および肺動脈閉鎖あるいは肺動脈狭窄を合併すると

90度～180度の右軸を示すことが多い．この症例は

North　West（SIS2S3）軸を呈した．それは，最終興

奮部位が解剖学的左室の僧帽弁輪下方であったためで

あり，これは心室肥大によりこの部位の心筋量が多く

なり，この部位の伝導遅延が存在し，それゆえNorth

West軸を向いたものと考えられた．一方，この症例と

似た興奮伝導パターンをしめした疾患としては右室性

単心室，単純型大動脈縮窄症などが認められた．右室
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図6　修正大血管転換症に肺動脈閉鎖症，心室中隔欠損症，動脈管開存症を合併した

　9歳女児例．

　体表面電位図上20msecでNicheが認められる．心表面心電図上，解剖学的右室自由

　壁および解剖学的左室横隔膜面に早期興奮部位が認められる．僧帽弁輪下方に最終

　興奮部位が認められる．

性単心室でNorth　West軸を示す症例は，右室性単心

室に根跡的左室を伴う症例と伴わない症例が存在し，

右室性単心室に根跡的左室を有する症例は第3群に分

類されたが根跡的左室を有さない右室性単心室は第5

群に分類されるが如き興奮パターンを示した．根跡的

左室のない右室性単心室は，心表面心電図上右室性単

心室自由壁（乳頭筋付着部）に最初に興奮が起こり，

最終興奮部位が右室性単心室横隔膜面の右方であるた

めに右軸をむくことが多いがNorth　West軸の右室性

単心室では早期興奮部位は同じであるが，最終興奮部

位が心室の後上方にあり，その部位の心筋量が多い為

に伝導遅延が生じNorth　West軸を向くと考えられ

た．これらを心室肥大随伴群とし第5群とした．この

なかには対象例の中の6例（7．5％）が含まれた．

　　　　　　　　　3．考　　察

　Rosenbaum16）17）はhemiblockという概念を用い左

軸偏位を説明した．それ以後左脚前枝ブロックは成人

の左軸偏位においてとくに注目され広く用いられる概

念になってきている．しかし，先天性心疾患ではその

発生学的異常より，左軸偏位にも種々の要因が加わっ

てくる．心内膜床欠損症においてLevl8）はその組織学

的研究により房室結節は後方偏位し，またヒス束は欠

損孔の下縁に存在し，左脚は短く後方へ放射状にある

と報告し，それが左軸偏位の原因とした．Durrer19）は

Presented by Medical*Online



196－（60）

心内膜床欠損症の患者に心表面心電図を行い，心内膜

床欠損症では左室後基部が早期に興奮し，左室の前側

方が興奮する時は後基部の起電力でうち消されること

がなくなるため左上方へ向かう起電力が顕著に表れる

とのべている．また，Boineau2°）はイヌとヒトの心内膜

床欠損症を比較し，両者において左室横隔膜面の早期

興奮を認め，（1）心内膜床欠損症のイヌの左脚後枝は

左脚前枝および右脚より絶対的に短縮しており，（2）

プルエキンエの興奮伝達速度は1．5m／secであり，

blockやslow　conductionは認められず，心内膜床欠

損症における左脚前枝ブロックおよび右脚ブロックと

いう表現は不適当であるとのべている．Campbel12i｝は

5例のヒトの心内膜床欠損症に対し心表面心電図およ

び心内膜マッピングを行い，心外膜および心内膜とも

左室横隔膜面に早期興奮部位が存在すると報告してい

る．心内膜床欠損症を体表面電位図を用いて検討した

報告は著者の調べた限りKarsh7）の報告があるのみ

で，心房中隔一次孔欠損と二次孔欠損症を比較検討し，

一次孔欠損症では初期の極大は前胸部下方に位置し，

中期に上方に移動すると述べ，Levの組織学的研究の

所見と合致すると述べている．我々は山田2）らの報告

したapical　breakthrough　minimumカミ左脚後枝付着

部心表面の興奮の体表面への反映であるならぽ心内膜

床欠損症例のapical　breakthrough　minimumは早期

に出現するものと考えてこの研究をおこなった．表1

の各乳頭筋付着部位の興奮伝達時間においてファロー

四徴症では右室から左室前→左室後乳頭筋付着部へと

伝播し，また心房中隔二次孔欠損症のperipheral

blockでも同様の所見が得られたが，一方心房中隔二

次孔欠損症のcentral　block3°）では左室前乳頭筋付着

部が一番早く興奮している．心内膜床欠損症では左室

後乳頭筋付着部の心表面が一番早く興奮している．表

2は，体表面電位図のapical　breakthrough　minimum

の値を示す．心内膜床欠損症はコソトロールとして

とったファロー四徴症心内修復術後左軸偏位兼完全右

脚ブロックの値より早期に出現し，表1の心表面上の

値とよく相関している．これらはEllison22）のいう心内

膜床欠損症においてベクトル心電図上QRS環が30

msecまでに上方に向かうと述べていることと一致す

る．しかし，表2に示す如く心室中隔欠損症perimem－

branous　type例や完全大血管転換症および特発性左

軸偏位にも早期興奮を認めた．この表以外にも左軸の

ファロー四徴症や両大血管右室起始症および心室中隔

欠損症atrioventricular　canal　typeにもapical　brea一

日本小児循環器学会雑誌　第1巻　第2号

kthrough　minimumの早期出現が認められた．
Neufeldt23）によればatrioventricular　canal　typeの心

室中隔欠損症にはヒス束の後方偏位が認められ，それ

がsuperior　axesの原因であるとし，またTitus24）によ

れば両大血管右室起始症のconduction　systemは

atrioventricular　canal　typeの心室中隔欠損症のそれ

と似ていると述べ，それがスカラー心電図の異常（左

軸偏位）に寄与していると述べている．我々の結果で

は，これらの疾患も左室横隔膜面の早期興奮を認めて

いるがそれ以外にも心室中隔欠損症perimembranous

typeやある種のファロー四徴症，完全大血管転換症に

も認め，特に心室中隔欠損症やファロー四徴症では心

室中隔欠損の後方伸展の無い症例にも，とくにsmall

VSDにもapical　breakthrough　minim㎜の早期興奮

が認められる．健康小児における特発性左軸偏位に関

しては，Gupら25）のベクトル心電図における症例や

Karshの正常小児の左軸偏位の体表面電位図例のよ

うに，左脚前枝ブロックが考えられるような症例以外

にも左脚後枝伝導時間の短縮のために左軸偏位を示す

症例が認められ，これはsmall　VSDの所見とも照合し

て興味ぶかい．又，心内膜床欠損症においてSIS2S3を

示した例の右室圧は82．9±22．4mmHg，－30度～－90

度の心内膜床欠損症の50．7±20　，　3mmHgより高値を

示し，心内膜床欠損症におけるSIS2S3軸は左脚後枝

伝導時間短縮に加えて右室負荷がその要因と考えられ

た．

　第2群に上げた左脚前枝ブロック群は，心内膜床欠

損症とは異なり左脚後枝伝導時間は正常であるが左脚

前枝ブロックの存在で左室横隔膜面の興奮が顕著とな

り，また左脚前枝支配領域に伝導遅延が生じ，そのた

めに左軸偏位をきたすものと考えられた．

　三尖弁閉鎖症における左軸偏位の成立は，右室の容

積が小さいため，右室の興奮が早期に終了し，次に左

室横隔膜面の興奮が生じるために左軸偏位を呈すると

考えられた．Guller26）は三尖弁閉鎖症Ib型の2例の刺

激伝導系を組織学的に検討し，（1）右脚は異常に長く，

（2）左脚はヒス束より異常に早く分岐し，これが左軸

偏位の原因とのべた．後にBharatiら27）もこの意見に

同意し，左脚が異常に短いため左室横隔膜面が早期に

興奮して，それが左軸偏位の原因であると述べた．

Kulangura28）は三尖弁閉鎖症に対し心表面心電図，心

内膜マッピソグおよび心筋電極を用いて心室の興奮伝

播過程を検討し，（1）右室epicardial　breakthrough

は正常，（2）左室心内膜興奮は正常より遅れる，（3）左
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室心内膜横隔膜面と上部心内膜の興奮の開始は殆ど同

じ，（4）心室基部上壁と比較して早い左室横隔膜面の

Breakthrough，（5）epicardial　activationの最終興奮

部位は左室基部の前側方であるとした．我々の心表面

心電図の結果は，（1）右室Breakthroughは正常より

早いか正常である，（2）左室横隔膜面にBreakth－

roughは生じるがほぼ左室後乳頭筋付着部興奮伝達時

間と同じ時間である，（3）最終興奮部位は左室基部前

側方であった．体表面電位図の所見では，（1）右室の

Nicheは正常より早期に出現する，（2）左室横隔膜面

の新たな極小は平均43．6msecで出現し，正常コント

P一ルのapical　breakthrough　minimumの値とほぼ

同じである，（3）最終興奮部位は左側胸部であった．

Kulanguraおよび著者の結果では，　Gullarの組織所見

と異なり，（1）右脚は長くはない，（2）左脚後枝は短

くない，という結論に達する．著者ら12）は，また別に三

尖弁閉鎖症と右室低形成を伴う純型肺動脈狭窄（閉鎖）

症を比較検討し，（1）体表面電位図上右室のNicheは

三尖弁閉鎖症14msec，肺動脈狭窄（閉鎖）症20msecで

ありどちらも早期に出現するが最終興奮部位が三尖弁

閉鎖症は左側胸部上方であるが肺動脈狭窄（閉鎖）症

は左側胸部下部あるいは右側胸部下部である，（2）心

表面心電図上三尖弁閉鎖症は左室横隔膜面にBrea－

kthroughは存在するが肺動脈狭窄（閉鎖）症では同部

の興奮は異常に遅れ（50～70msec）最終興奮部位にな

ることを報告した．従って右に根跡的右室が存在し，

左に大きな左室が存在する疾患群でinterventricular

foramenの存在する群（三尖弁閉鎖症，左室性単心室，

右室低形成を伴う完全大血管転換症）と存在しない群

（右室低形成を伴う純型肺動脈狭窄あるい肺動脈閉鎖

症）との興奮：伝播様式の違いは左室横隔膜面の早期興

奮の有無につながると考えられる．右室は低形成で左

室肥大を示す三尖弁閉鎖症では左室横隔膜面にBrea・

kthroughが認められ，肺動脈狭窄（閉鎖）症では認め

られないのは左脚前枝および左脚後枝の相対的分布の

相違によるのではないかと推測される．したがって右

室低形成を伴う純型肺動脈狭窄（閉鎖）症の組織学的

検査も必要と考えられる．

　修正大血管転換症の左軸偏位は2種類にわけられ

る．一方はintact　ventricular　septum症例で前額面平

均電気軸が0～－45度の水平軸を示す症例ともう一方

は心室中隔欠損症に肺動脈狭窄あるいは肺動脈閉鎖を

ともなうsuperior　QRS　axesを示す症例である．著者

はこれを4群と5群に分類した．intact　ventricular

septum例では図5に示す如く解剖学的左室自由壁が

早期興奮する．しかし，心室中隔欠損症に肺動脈閉鎖

あるいは肺動脈狭窄合併例では図6のように解剖学的

右室前乳頭筋付着部および解剖学的左室横隔膜面に早

期興奮部位が存在し，解剖学的左室自由壁は逆におく

れる．図5の症例の16msecのNicheは正常より早く，

表3　体表面電位図による先天性心疾患の左軸分類

1．左脚後枝伝導時間短縮群

　　心内膜床欠損症．心室中隔欠損症（perimembranous　typeおよびatrio－ventricular

　　canal　type）．完全大血管転換症，両大血管右室起始症，ファP一四徴症，特発性

　　左軸偏位

2．左脚前枝フロック群

　　特発M左軸偏fi7兼完全右脚フロソク

　　外科的左軸偏位兼完全右脚フロック

　　完全大血管転換症

3．心室の容積および位置異常群

　　三尖弁閉鎖症

　　右側に根跡的右室を持つ左室性単心室

　　根跡的左室を持つ右室性単心室

　　右室低形成の完全大血管転換症

　　オ］側心室低形成のCriss　Cross　Heart

4．異常刺激伝導系群

　　修正人血管転換症（心室中隔欠損のない例）

5，心室肥大随判群

　　根跡的左室を持たない右室性単心室

　　単純型大動脈縮窄症

　　修正大血管転換症に心室中隔欠損症および肺動脈狭窄症合併例
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また正常にみられるよりも右方に存在する．修正大血

管転換症は心内膜下において解剖学的左室の肺動脈弁

下心室中隔右側上端より興奮は開始し，左方に向い

initial　vectorは左前をむく．体表面電位図上5msecに

おける極小は右側胸部下方に，極大は左前胸部上方に

存在し，これは中隔興奮15）を示す．しかし，16msecの

Nicheは新しい起電力が生じたことを示し，その位置

が正常のそれよりも右方に存在することにより解剖学

的左室自由壁のBreakthroughの反映と考えられる．

この現象の説明として修正大血管転換症としては異常

刺激伝導路の存在の可能性が考えられ，これを第4群

とした．現在著者はこの現象につき検討中で，近々報

告の予定である．

　第5群の心室肥大群とした修正大血管転換症は心表

面心電図上2箇所にBreakthroughが存在し，この部

位より興奮伝播するが，本来右軸偏位が多い修正大血

管転換症（Burch29）の報告ではNorth　West軸は少な

い）でNorth　West軸をむくのは最終興奮部位が右上

方に存在したため，つまりその部位の心筋量が多いた

めか，あるいはその部位のプルキンエ繊維網が疎であ

り，そのため筋伝導によるcoduction　delayが生じた

ためと考えられた．

　　　　　　　　　　ま　とめ

　スカラー心電図上左軸偏位を示した先天性心疾患78

例について体表面電位図および心表面心電図をもちい

てその成因を検討した結果，表3に示す5群に分類さ

れた．

　以上は第20回小児循環器学会（松山，1984年6月）におい

て発表した．稿をおえるにあたり心表面心電図作製に御協

力頂いたNEC三栄測器株式会社の田中正彦，松尾敏也，高

橋正太郎各氏に深謝の意を表するものであります．本研究

費の一部は文部省科学研究費総合Ar体表面電位図の診断

基準に関する基礎的研究」によりました．
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The　Classification　of　Left　Axis　Deviation（LAD）in　Congenital　Heart

　　　　Disease（CHD）by　Body　Surface（BS）Isopotential　Mapping

　　　　　　　　　　　　Compared　with　Epicardia1（EP）Mapping

Yoshiaki　Takahashi　1，Atsuyoshi　Takao1），　Sumi　Aiba　1，Kunitake　Takamizawa1，

　　　　　　　　Hiromi　Kurosawa2，　Yoshinori　Takanashi2，　Yasuharu　lmai2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Tsuyoshi　Kawamuras

　Department　of　Pediatric　Cardiologyi，Cardiac　Surgery2，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　Thoracic　Surgery3，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　We　studied　the　genesis　of　LAD（180°－330°）in　cases　of　CHD　using　BS　mapping　compared　with　EP

mapping．　BS　mapping　were　constructed　from　1281eads　placed　over　the　chest．　EP　activation　were

examined　at　50　sites　on　both　ventricles．

　　　In　BS　mapping，　we　examined　the　distribution　of　maximum　and　minimum，　and　measured　the　ap－

pearance　time　of　apical　breakthrough　minimum（Table　1）．　In　EP　mapping，　we　measured　EP　activation

time　at　the　site　of　posterior　papillary　muscle　on　the　left　ventricle（Table　2）．

Table　1 Table　2

Apical　breakthrough　minimum（lnsec）

ECD
VSD（perimembranous　type）

d－TGA

Idiopathic　LAD

Idiopathic　LAD　c　CRBBB

Surgical　LAD　c　CRBBB

32．7±7．0

30．4±4．0

29、7±5．8

30．7±1．0

41．0±7．8

40．5±7．3

Epicardial　activation　time　at　the　site　of

posterior　papillary　muscle　on　the　posterior

wall　of　LV．（msec）

ASD（secundum　type）　　　　　30　±4

TOF　　　　　　　　　　　　　　　28　±5

ECD　　　　　　　　　　　　　　　　19．7±4

　　　The　genesis　of　LAD　in　78　cases　could　be　classified　into　5　groups．　Gr．1（43　cases）：the　earlier　con－

duction　through　the　posterior　fascicle　of　the　left　bundle．　This　group　includes　ECD，　VSD，　d－TGA，　TOF，

and　idiopathic　LAD．　Gr．2（5　cases）：due　to　the　left　anterior　hemiblock．　This　includes　idiopathic　LAD　e

CRBBB，　surgical　LAD　e　CRBBB　and　d－TGA（III）．　Gr．3（21　cases）：due　to　the　presence　of　right　sided

rudimentary　chamber　in　SLV，　small　RV　in　TA　or　rudimentary　LV　in　SRV　which　is　activated　initially　and

electromotive　forces　directs　from　small　ventricle　to　the　main　chamber．　Gr．4（3　cases）l　due　to　the　ab－

normal　conduction　pathway　in　some　cases　of　1－TGA　in　which　the　anatomical　LV　is　activated　initially．　Gr．

5（6cases）：due　to　the　increased　myocardial　mass　at　the　superior　portion　of　the　ventricle．　This　group

includes　SRV，　CoA，　and　1－TGA　with　VSD　and　PS．

　　　These　date　indicate　that　the　factors　which　determine　LAD　in　CHD　includes　1）the　relative　con－

duction　velocity　of　the　right　bundle，1eft　anterior　fascicle　and　left　posterior　fascicle．2）the　location　of

rudimentary　chamber　or　small　RV（or　LV），3）the　presence　of　increased　myocardial　mass，　and　4）the

presence　of　abnormal　conduction　pathway．
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