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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児における房室結節多重経路とGap現象の解析を行った．房室結節二重経路は23．5％に認められ，

その存在は年齢依存性ではなかった．また，わずかではあるが三重経路の認められた症例も存在した．

房室結節二重経路が房室結節内リエントリー性頻拍の発生に関与していたのは4例のみであった．この

うち1例では頻拍が過去に証明されていなかったが持続性の頻拍が誘発された．また，心房エコーの出

現を見たのが4例であった．すなわち，fast　pathway経由で逆行性に心房が興奮した例は房室結節多重

経路の16％であった．Gap現象も5．6％に認められた．これらの電気生理学的現象は小児においてもしぼ

しぼ認められ，稀なものではなかった．

　　　　　　　　　緒　　言

　房室結節二重経路は機能的に房室結節が縦解離した

もので，房室結節内リエントリー性頻拍の基盤として

重要だと考えられている．しかしながら形態学的に二

重経路が証明されているわけではなく，あくまで生理

学的な概念である．小児においてこの房室結節二重経

路を含む房室結節内多重経路に関する詳細な研究は充

分ではない．

　我々は観血的ないし経食道的に心房のバースト刺激

とプログラム刺激を行い房室結節多重経路に関し検討

を加え，さらにGap現象の解析を行ったので報告す
る．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象（図1）は1983年から1987年6月までに当科で

臨床電気生理学的検査を行った213例である．年齢は生

後1日から18歳までで，高位右房刺激は84例に行い，

経食道心房刺激は129例に行った．高位右房刺激は先天

性心疾患や川崎病のための心臓カテーテルと同時に

行ったものも存在するが，経食道心房刺激は不整脈の

解析のためのものがほとんどであった．なお，経食道
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図1　対　象

法と観血的方法とを同一症例で行った例や基礎心疾患

が重複する例があるため，検査の件数は，その延べ数

である．

　観血的ないしは経食道的に心房のバースト刺激とプ

ログラム刺激を行い房室結節多重経路の有無を検討し

た．観血的方法は高位右房と三尖弁中隔尖付着位部分

などの少なくとも2ヵ所に電極カテーテルを位置し拡

張期閾値の2倍の定電圧刺激を行った．また，経食道

心房ペーシングは既に報告した方法で行った1）2）．房室

結節二重経路は，1）同一心拍ないし同一刺激周期で長

短二種類のPRないしAH時間が認められるとき，2）

房室結節の非典型Wenckebach現象3）心房早期刺
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激における不連続な房室伝導曲線，すなわちjump　up

の存在のいずれかが認められるときとした3｝．房室結

節三重経路は房室伝導曲線でjump　upが2度認めら

れるときとした．房室結節多重経路が認められたとき

は心房エコーの有無，頻拍の誘発の有無double

ventricular　responseの有無について検討した．経食

道心房ペーシングにおいてはP波の立ち上がりが不

明瞭なことが多いためPR時間の代わりにPpR時間

（P波の頂点からR波までの時間）で代用した．

　房室伝導のGap現象は心房早期刺激により一旦房

室伝導が途絶するが，より早期の刺激で房室伝導が回

復する現象とした．この現象が房室結節多重経路と関

連するか検討すると共に観血的臨床電気生理学的検査

を行った例ではDamatoらによる分類を行った4）．経

食道心房ペーシソグではDamato分類をおこなうこ

とが不可能なため，Gapの見られる前後の房室伝導曲

線を検討し房室結節二重経路がその出現に関与するか

否かを検討した．すなわち，Gapの認められる早期刺

激の連結期の範囲一Gap　zone一前後でPpR間隔が

jump　upし，その間隔が50msec以上のとき房室結節二

重経路が関与するものとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　房室伝導のjump　upを心房早期刺激の連結期を10

msec短縮させた時AHないしPpR時間が50msec以

上延長する場合とすると，高位右房刺激を施行した84

例中17例17．9％，経食道心房刺激を施行した129例中33

例25．6％に房室結節二重経路を認めた．三重経路を認

めたのは3例であった．これらは同一の刺激周期で2

回以上の検討を行って，再現性よく認められるときの

み採用した．房室結節三重経路の認められた3例のう

ち，2例は房室結節内リエントリー性頻拍の既往を有

していた．図2は年齢別に房室結節多重経路の頻度を

比較したものであるがどの年齢層においてもほぼ同様

の頻度であることがわかる．房室結節内リエントリー

性頻拍が誘発されたのは4例，心房エコーを認めたの

も4例であった．double　ventricular　responseを認め

たものはなかった．Gap現象は高位右房刺激で3例

3．6％に認められ，Damato分類では1型1例，　IV型2

例であった．経食道心房刺激を行った例では9例，

6．9％に認められた．この9例中，QRSが一旦消失し，

回復後のPR間隔が著明に延長し，房室結節二重経路

と関係すると考えられたものが6例存在した．

　次に代表的な例を呈示する．図3に観血的臨床電気

生理学的検査を行った房室結節二重経路例を示す．
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図2　房室結節多重経路の頻度

　　　　　　　◆500msec→

図3　房室結節二重経路の例

SIS2が330msecまではAH時間は徐々に延長し，320

msecではAH時間は170msecであるが，　SIS2が310

msecとなると突然AH時間が220msecとなり，　AH

時間のjump　upを認めた．図4の房室結節内エント

リーが誘発された別の例である．SIS2を290msecとす

るとAH時間が延長し頻拍が誘発されている．頻拍中

のHA時間は短く，AH時間は長くslow・fast型の房

室結節内リエントリーであることがわかる．図で明ら

かなように逆行性のA波（Ae）はHとV波の間に位

Presented by Medical*Online



322－（34） 日本小児循環器学会雑誌　第3巻　第3号

　　　　　　T．S．　　13y　　M　　　　　　　　SIS1：600，SIS2：290

　，　　’　　，　　，　　　　　，　　ロ　　’　　，　　　，　　じ　　，　　，　　　　　，　　コ　　’　　　ロ　　　　　，　　，　　ロ　　ロ　　ロ　　’　　　　　，　　，　　の　　，　　　，　　，　　，　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

・L甦こ＿一・一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

1　　　‘　　　●　　　1　　　，　　　　’　　　♪　　　‘

L

HR1～L＿ 鉱＿＿．Vl ト｛一

　　H21　　　　　　　　He
lN’

：e（「マ「瓢寸［叶

lAユ草エ：8q，iA？H2，：3　1，0　　　　．■，

AeHe／HeAe＝7．75　　　　　　　　　　　　　←一一1000msec→

　　　　　　　図4　房室結節内リエントリー性頻拍の例
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図5　房室結節三重経路の例

置している．図5は経食心房ペーシソグによる房室結

節三重経路を示す．SIS2が260msecと200msecで2度

のjump　upがあることが分かる．最下段では心房エ

コーによる心室捕捉（★）を認める．図6では経食道

心房ペーシングによるGap現象の例を示す．　SlS2が

240msecではS2によるQRSが認められるが，　S2が

220msecとなると認められなくなり180msecとなる

と再びQRSが認められる．このときPR間隔は延長

し，二重経路の関与が疑われる．Jump　upが認められ

た場合には，その前後のSIS2を10msecつつ変化させ
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図6　経食道心房ペーシングによるGap現象の例
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図7　1V型Gap現象の例

て不連続性を確認した．図7はDamoto分類IVのGap

である．図7Bに示すようにSIS2が420msecとなると

心房早期刺激による心房波は認められるがH波やV
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図8　Gap　zone（図7と同一例）

波は認められない．SIS2が300msecとなると再びH

波とV波が表れる．このH波以下が表れない部分，す

なわち房室伝導が途絶した区域がGap　zoneである．

図8はこの症例における房室伝導曲線を示す．明確な

Gap　zoneが認められる．

　　　　　　　　　　考　　案

　小児における房室結節多重経路に関する検討は少な

い5）6）．今回の我々の検討では房室結節二重経路は小児

においても比較的よく認められる現象で，その出現に

年齢依存性は認められなかった．この現象は発見当時

からすでに，房室結節内に限局したものかどうか議論

の分かれるところであったが現在も同様である．すな

わち，房室結節近傍の組織がslow　pathwayではない

かとする飯沼，Dreifusらの説や，房室結節様の電気生

理学的特性を有する潜在性の中隔に存在する副伝導路

（Kent束やBrechenmacher束）説などがある．ことに

最近Rossらにより房室結合部性頻拍の手術的根治が

報告されて以来，再びこれらの議論が活発になってき

ている．

　房室結節三重経路に関する報告は稀である7”v1°）．今

回の我々の検討では房室結節多重経路の認められた50

例のうち3例（6％）を占め，それほど稀なものとは

考えられなかった．ただ，2度目のjump　upにおける

心室波が真に非常に長い伝導時間を有するslow　path－

wayによるものか，それとも房室接合部からの補充収

縮か鑑別困難であった．しかしながら，overdrive　sup－

pression　testで房室接合部からの補充収縮を認めない

ことや，3例中，2例で房室結節内リエントリー性頻

拍を認めることは，2度目のjump　upが房室接合部の

補充収縮と考えるよりも，伝導時間のもっとも長い伝

導路すなわちfast，　intermediate，　slow　pathwayのう
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ちのslow　pathway経由の伝導であることを示唆す
る．

　経食道心房ペーシソグのおける房室結節二重経路の

診断上の問題点としてPR時間からのみ判断している

ため，心房内ないしはヒス・プルキニエ系の2度ブロッ

クを誤認している可能性がある．しかしながら，小児

においては心房内やヒス・プルキニエ系の伝導障害を

見ることは稀である．我々は既に数個の電極カテーテ

ルを用いた観血的臨床電気生理学的検査を100例以上

行ってきているが心房内の2度以上のブロックは3

例，ヒス・プルキニエ系の2度以上のプロヅクは1例

経験しているに過ぎない，もう一つの問題は房室結節

二重経路の診断基準である．房室伝導曲線の不連続性

は主として2つの経路の伝導時間に基ずくので，2つ

の経路の伝導時間の差が少なけれぽ二重経路が存在し

ても房室伝導曲線上には表現されない．また，fast

pathwayの不応期が非常に長い場合はfast　pathway

は房室結節内リエントリー性頻拍の逆行路としてしか

働かないことも考えられる．当然この場合では順行性

の房室伝導曲線でjump　upは認められない．このよう

なときには房室結節二重経路を証明することは困難で

ある．このような潜在性の二重経路を証明するには

fast　pathwayとslow　pathwayの伝導性や不応性を

変化させることが必要である．これには基本刺激や刺

激部位を変更したり11），propranolol12），　atropine13）な

どの薬剤の投与などがおこなわれてきている．つまり

二重経路は種々の異なった条件で房室伝導曲線を検討

すればその存在はより明らかになる可能性がある．

Brugadaなどは房室結節二重経路の証明は検査をす

る医師の積極さに依存するとまで述べている．我々は

薬剤投与後の房室伝導様式に関して今回検討しなかっ

たが比較的厳しい基準である早期刺激の連結期を10

msec短縮すると，　PRないしAH時間が50msec以上

延長する場合とした．そのためだと思われるが従来の

房室結節二重経路の頻度5）6）より低い率となった．房室

結節二重経路が存在しても心房エコーや頻拍がない例

が存在するがこれは次のように考えられる．すなわち

房室結節二重経路のfast　pathwayがブロックされ

slow　pathwayを順行性に伝導するが，　fast　pathway

の不応期が比較的長い場合は心房エコーも頻拍も出現

しない．fast　pathwayの不応期が充分短かけれぽ逆行

性にfast　pathwayを伝導し心房エコーを生じる．この

時これまでの過程で充分な伝導遅延が生じていて

slow　pathwayが先行周期の不応期から脱出していれ
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ば，slow－fast型の房室結節内リエントリー性頻拍が発

生する．

　房室結節内重経路の解剖学的基盤はない．また，真

に房室結節内のみから生ずる現象か否か議論の分かれ

るところである．房室結節二重経路という現象が認め

られた当初は房室結節内に限局した現象であると思わ

れていたが14）一一17），最近の検討では房室結節近傍の組織

がfast　pathwayとして機能している可能性が示唆さ

れている18）．また，臨床電気生理学的検査にて房室結節

内リエントリー性頻拍と考えられている例の根治術が

房室結節周囲のablationで行われるようになって脚

光を浴びてきている19）．一方，潜在性の副伝導路が房室

結節内リエントリー性頻拍の逆伝導路である可能性も

以前より指摘されている2°）21）．しかし房室結節内リエ

ントリー性頻拍の伝導系の組織学的検査でバイパス路

が認められなかったという報告もあり22），今後，臨床電

気生理学的検査で診断された房室結節内リエントリー

性頻拍もいくつかの種類に分けられる可能性がある．

　Gap現象が出現するには遠位部の有効不応期が近

位部の機能的不応期より長く，早期刺激により刺激の

連結期を短くすると近位部に伝導遅延が生じ，その遅

れた興奮が遠位部に達したときには既に遠位部の有効

不応期を超えている必要がある．この条件を満たせぽ，

刺激伝導系の何れの部位でもGap現象は起こり得る．

Damotoら4）は房室伝導で6種，室房伝導で2種の

Gap現象を報告したがその後も種々のGap現象が報

告されている．房室伝導のGap現象は房室伝導系各部

位における不応期の相違により発生するため，房室結

節二重経路のfast　pathwayとslow　pathwayは格好

の条件となる．房室結節二重経路が関与するGap現象

が比較的多いことは既に報告されている23）24）．

　小児における臨床電気生理学的検討は少なく，小児

における刺激伝導系の特性などについては充分明らか

にされていない．今後，小児の刺激伝導系や心筋の電

気生理学的特殊性について検討する必要があると考え

られる．
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Multiple　A－V　Nodal　Pathway　and　Gap　Phenomenon　in　Infants　and　Children

Yoshiki　Fujiseki，　Fujino　Hidetoshi，　Yasunori　Umemura，　Setsuko　Nishijima，

　　　　　　　　　　　　　　Masanori　Hattori　and　Morimi　Shimada

　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Shiga　University　of　Medical　Science

　　　Electrophysiologic　properties　of　the　atrioventricular（A－V）conduction　system　were　investigated　by

extrastimulus　method　using　intracardiac　or　esophageal　electrode．　Dual　A・V　nodal　pathway　was　seen　in

500ut　of　213　patients（23．5％）．　There　was　no　age　dependency．　Triple　A－V　nodal　pathway　was　also

observed　in　only　three　patients，　A－V　nodal　reentrant　tachycardia　was　initiated　in　four　patients．

Supraventricular　tachycardia　was　not　documented　in　one　patient．　Atrial　echo　beat　was　observed　in

other　four　patients　without　tachycardia．

　　　Gap　phenomenon　were　seen　in　only　120ut　of　213　patients．　Multiple　A－V　nodal　pathway　and　Gap

phenomena　were　not　rare　electrophysiologic　abnormalities　in　infants　and　children．
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