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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　上室性頻拍16例に対し経食道ペーシングを行い，上室性頻拍のメカニズムの推定方法を検討した．安

静時及び連続刺激時の心電図，房室伝導曲線，VA時間，　VA／AV比，頻拍時の脚ブPックの影響，頻拍

時のP波のベクトル，頻拍時の房室ブロックの影響等により，小児でもっとも多い房室結節リエント

リー性頻拍と房室リエントリー性頻拍はほぼ鑑別が可能と思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　経食道ペーシングによる電気生理学的検査は上室性

頻拍に対し，非常に有用であるが，His東電位が記録で

きないこと，逆伝導を評価することが難しいことなど

の問題点もある．今回，少児でもっとも多い房室結節

リエソトリー性頻拍及び房室リエントリー性頻拍の，

経食道ペーシングによる診断方法について検討したの

で報告する．

　　　　　　　　　対象及び方法

　対象は上室性頻拍の既往歴があり，経食道ペーシソ

グで持続性上室性頻拍が誘発された16例である．年齢

は日齢12日から11歳，平均2．8歳で，男13例，女3例で

ある（表1）．症例1は僧帽弁閉鎖を，症例12はEbstein

奇形を，症例13は肥大型心筋症を合併していたが，他

の13例は胸部X線，心エコー図では器質的心疾患を疑

わせる所見は得られなかった．

　経食道ペーシングは既法1）2）の如く行った．鼻孔より

4Fまたは6Fの4極カテーテルを挿入し，心房電位

（A波）の最大になる位置で記録及び刺激を行った．刺

激はプログラム可能な刺激装置フクダ製BC－02－A及

び食道ペーシングユニットBC－02・EPを用い，刺激幅

別刷請求先：（〒173）板橋区大谷口上町30の1
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表1　対象

No． Case Sex Age Diag． ECG
1 YH M 12d AVNRT，　MA 一
2 AS M 6y AVNRT 一
3 MS M 24d AVRT AWPW
4 YN M 25d AVRT 一
5 MS M 30d AVRT AWPW
6 MT M 2m AVRT BWPW
7 KT F 2m AVRT 一
8 AA M 4m AVRT AWPW
9 HS M 2y AVRT AWPW

10 YD M 2y AVRT 一
11 MK F 3y AVRT AWPW
12 HK F 3y AVRT，　Ebstein BWPW
13 YY M 4y AVRT，　HCM BWPW
14 MH M 6y AVRT BWPW
15 MI M gy AVRT AWPW
16 HH M 11y AVRT 一

AVNRT：房室結節リエントリー性頻拍，　AVRT：房室リ

エントリー性頻拍

10msec，拡張期閾値の1．5から2倍の強さの矩型波を

用いて行った．記録はフクダ製サーマルレコーダー

RF85またはフクダ製心電計DU－3Sを用い，心電図の

V1，　V5，　aVFまたはV1，　V5誘導及び食道誘導を同時

に紙送り速度100mm／秒，または50mm／秒で記録した．

　頻拍の誘発は，連続刺激法及び少なくとも2種類の
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基本刺激周期を用いた期外刺激法を用いた．これらに

対し安静時及び連続刺激時の心電図，房室伝導曲線，

VA時間，　VA／AV比，頻拍時の脚ブロックの影響，頻

拍時のP波のベクトル，頻拍時の房室ブロックの影響

等を検討した．

　頻拍時のP波のベクトルは，頻拍中の12誘導心電図

を用いて検討した．四肢誘導を用いて前額面の最大P

波ベクトルを，V2，V6誘導を用いて水平面の最大P波

ベクトルを推定した．P波の測定には頻拍中の食道誘

導心電図から得られたVA時間を参考にして，12誘導

心電図のQRS波の立ち上がりから，　VA時間後のST

部分をP波と考え，そのP波の高さからベクトルを求

めた．また，顕性WPW例ではGallagher3）等の分類に

従い，安静時心電図より副伝導路の位置を推定した．

　尚，統計学的検討には，Wilcoxon検定を用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　一定のzoneをもち再現性を持って，頻拍の誘発が

できること，また刺激により停止可能であることより，

頻拍の機序がリエントリーである事を確かめた．次に

上記のパラメーターについて検討した．

　1）デルタ波のない症例

　安静時心電図及び連続刺激時の心電図でデルタ波が

認められなかったのは，症例1，2，4，7，10，16

の6例であった．症例1，2は房室伝導曲線がjump　up

を示し，房室結節二重伝導路の存在が証明された．症

例1の期外刺激法による上室性頻拍の誘発を図1に示

す．基本刺激周期400msecの期外刺激法で，期外刺激

の間隔を250msecから240msecに短縮すると房室伝

導曲線は160msecのjump　upを示し頻拍が誘発され

た．症例2では頻拍中に右脚ブロック及び左脚ブロッ

クを合併したが頻拍周期に影響は与えなかった．また，

本例は房室ブPtックが持続しても頻拍は続いていた．

図2に症例2の基本刺激周期300msecの期外刺激法

による頻拍の誘発を示す．期外刺激の間隔210msecで

頻拍が誘発されている．誘発された頻拍の周期（AeAe

間隔）は265msecで発作時のものと変わらないが，

2二1の房室ブロックを伴っている．本例も，房室伝

導曲線が115msecのjump　upを示していた．以上より

症例1，2を房室結節リエントリー性頻拍と診断した．

　症例1，2を除く4例（症例4，7，10，16）は房

室伝導曲線が連続性であった．また，症例4では，左

脚プPック合併時に心室波（V波）と心房波（A波）

の間隔（VA時間）及び頻拍周期が40msec延長し，左

Kent束を利用する房室リエソトリー性頻拍とし診断
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　図1　房室結節リエントリー性頻拍例の期外刺激法に

　　よる頻拍の誘発．症例1の基本刺激周期400msecの

　　期外刺激法を示す．期外刺激の間隔を250msecから

　　240msecへと短縮するとP2R2間隔は（a）の160

　msecから（b）の320msecへと160msecのjump　up
　　を示し頻拍が誘発されている．この時QRSの形に

　　変化は認められない．また頻拍時のVA時間は70

　msecと短かった．

　　V1：V1誘導，　V5：V5誘導，　Eso：食道誘導S1：

　　基本刺激，S2：期外刺激，　P2：期外刺激に伴うP波，

　　R2：期外刺激後の1発目のR波，　A：心房波，　V：

　　心室波，数字の単位はmsec，以下同様

Vl
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220

　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　1000　msec

図2　房室結節リエントリー性頻拍例の期外刺激法に

　よる上室性頻拍の誘発．症例2の基本刺激周期300

　msecの期外刺激法による頻拍の誘発を示す，期外

　刺激の間隔210msecで頻拍が誘発されている．誘発

　された頻拍の周期（AeAe間隔）は265msecで発作時

　のものと変わらないが，2：1の房室ブPックを
　伴っている．

　aVF：aVF誘導，　Ae：心房エコー波，以下同様

した4）．他の3例（症例7，10，16）は房室伝導曲線が

連続性であり，房室ブロックまたは室房ブロックで頻

拍が必ず停止すること，PR時間の延長をもって頻拍

が誘発されること等より，潜在性のKent束を利用す

る房室リエントリー性頻拍と思われた（図3）．
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図3　潜在性WPW例の期外刺激法による上室性頻
　拍の誘発．症例16の基本刺激周期500msecの期外刺

　激法を示す，期外刺激の間隔（SIS2）を340msecか

　ら330msecへと短縮すると，　P2R2時間が120msec

　から140msecへと延長し頻拍が誘発されている．本

　例では，刺激時と頻拍時のQRS波形は同一であり，

　房室伝導時間にjump　upが認められないこと，頻拍

　中のP波がV1誘導で陽性，　V5誘導で陰性であるこ

　とより，潜在性左側壁Kent束を利用する房室リエ

　ントリー性頻拍が考えられる．

　2）デルタ波を認める症例

　安静時及び連続刺激時の心電図でデルタ波を認めた

のは10例（症例3，5，6，8，9，11，12，13，14，

15）であった．これらの症例では期外刺激の間隔を短

縮していくと，デルタ波がだんだんはっきりし，デル

タ波が消失して幅の狭いQRSを示すと共に頻拍が誘

発された（図4）．また，全例，房室ブロックまたは室

房ブロックで頻拍は必ず停止した．以上より房室リエ

ソトリー性頻拍と診断した．

　3）頻拍中の各パラメーターの比較

　表2に示す各種パラメーターについて，房室結節リ

エントリー性頻拍と診断された2例（症例1，2）と，

房室リエントリー性頻拍と診断された14例（症例2か

ら16）について比較した．AV時間は，房室結節リエソ

トリー性頻拍と房室リエントリー性頻拍では，平均

値±標準偏差（m±sd）がそれぞれ，225±35msec，

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号
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図4　房室リエソトリー性頻拍例の期外刺激法による

　上室性頻拍の誘発．症例14の基本刺激周期450msec

　の期外刺激法（SIS2S3法）による頻拍の誘発を示す．

　330msec，330msecの2発の期外刺激に続き頻拍が

　誘発されている．刺激時のQRS波形はB型の
WPWであるが，頻拍時は幅の狭いQRSとなって

　いる．また本例では，頻拍時のP波は，Vl誘導で陰

　性，V5誘導で陽性であった．

　S3：期外刺激

表2　各症例の頻拍中の計測結果．単位はVA，　AV，

　CLはmsec

No． Case VA AV CL VA／AV VA／CL

1 YH 70 250 320 0．28 0．22

2 AS 65 200 265 0．33 0．25

3 MS 90 100 190 0．90 0．47

4 YN 90 110 200 0．82 0．45

5 MS 90 160 250 0．56 0．36

6 MT 110 120 230 0．92 0．48

7 KT 110 100 210 1．10 0．52

8 AA 100 140 240 0．71 0．42

9 HS 110 230 340 0．48 0．32

10 YD 90 150 240 0．60 0．38

11 MK 100 180 280 0．56 0．36

12 HK 120 120 240 1．00 0．50

13 YY 100 160 260 0．63 0．38

14 MH 110 250 360 0．44 0．31

15 MI 95 280 375 0．34 0．25

16 HH 95 220 315 0．43 0．30

VA：VA時間，　AV：AV時間，　CL：頻拍周期，　AV／VA：

AV／VA比

165±58msecで有意差は認められなかった．頻拍周期

（CL）はそれぞれ，293±39msec，266±59msecで，や

はり有意差は認められなかった．VA時間，　VA／AV

比，VA／CL比を検討すると，VA時間は房室結節リエ

ントリー性頻拍では，67．5±4msecであり，房室リエ
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図5　頻拍中のP波のベクトル方向．図の左側に全額面の，右側に水平面のP波の電

　気軸を示した，●は左Kent束，○は右Kent束を，★は房室結節リエソトリー性頻

　拍を，●は潜在性Kent束を，図中の番号は症例番号を示す．左側壁例ではベクトル

　は右方を向き，前壁中隔例では下方を向いている．前額面のP波の電気軸は，左

　Kent束では十90°～十210°，右Kent束では一120°～十120°の範囲に認められた．

　L：側壁，A：前壁，　AP：前壁中隔，　P：後壁

ントリー性頻拍では，101±10msecであった．　VA／AV

比は房室結節リエントリー性頻拍では，O．31±0．04，

房室リエントリー性頻拍では，0．68±0．24であった．

また，VA／CL比は房室結節リエントリー性頻拍では，

0．24±O．02，房室リエントリー性頻拍では，0．39±O．08

であった（表2）．これらVA時間，　VA／AV比，　VA／

CL比は，いずれも危険率O．05以下で有意差を持って，

房室結節リエントリー性頻拍の方が小さかった．

　4）頻拍時のP波の検討

顕性WPW例の副伝導路の位置と，頻拍中のP波の

ベクトルの関係は，前壁中隔例では下方を向き，左側

壁例では右方を向いていた．水平面では，前壁中隔例

の多くは左前方を向き，左側壁例では右方を向いた．

前額面では，ベクトルの方向は，左Kent束では＋90°

～ ＋210°，右Kent束では一120°～＋120°の範囲にあっ

た（図5）．

　これらから潜在性WPW例の副伝導路の位置を推

定すると，症例4，7，16の3例は左側壁に副伝導路

が存在する可能性が高いと思われた．

　房室結節リエントリー性頻拍例では症例1はベクト

ルの軸は前方を，症例2は上方を向いていた．

　　　　　　　　　　考　　案

　小児科領域でも上室性頻拍に対する経食道ペーシン

グが行われるようになった1）2）4）～7），Gillette8）はHis束

心電図を用いた小児の上室性頻拍の診断法を報告して

いるが，経食道ペーシングによる上室性頻拍のメカニ

ズムの推定に対する診断方法は，報告が少ない6）7），成

人では，上室性頻拍に対し経食道ペーシングと観血式

電気生理学的検査の比較を行った報告があり，両者の

間の電気生理学的パラメーターの間には良好な一致が

見られたとされている9）．

　一般に観血的電気生理学的検査による房室結節リエ

ントリー性頻拍及び房室リエントリー性頻拍の診断基

準は以下の通りである1°）一一12｝．房室結節リエントリー性

頻拍は，1）心房または心室の期外刺激で頻拍の誘発，

停止が可能である，2）房室伝導曲線が不連続である．

3）slow　pathwayの伝導によるAH時間の延長を

もって頻拍が誘発される，3）逆伝導のP波がQRS波

の中に隠れるか，RP時間が短い，4）頻拍中の心房興

奮順序は房室接合部で最も早く，尾側から頭側に伝搬

する，5）リエントリー回路に心房及び心室筋を含まな

い．等である．uncommonn　type（fast－slow　type）の

房室結節リエソトリー性頻拍では房室伝導曲線は連続

性になるが，頻度が少なく，またRP時間がPR時間よ

り長くなるのが普通である．

　房室リエントリー性頻拍は，1）体表面心電図や心房

刺激時の心電図でデルタ波を認める，2）心房または心

室の期外刺激で頻拍の誘発，停止が可能であるが，頻

拍誘発時の伝導遅延部位は房室結節に限らず房室伝導

のどの部位でもかまわない，3）房室伝導曲線が連続性

である，4）RP時間が短いがQRS波の中に隠れるこ

とはない，5）リエントリー回路に心房筋及び心室筋を
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含む，6）頻拍中の心房興奮順序が右房側または左房側

に偏位する，7）脚ブロックの合併により頻拍周期や

VA時間が延長する，8）頻拍中のHis束の不応期に加

えた心室の期外刺激により，心房を早期捕捉する事が

できる，等である．しかし，中隔側の副伝導路の場合

には頻拍中の心房興奮順序は房室接合部が最も早くな

り，脚ブロックを合併しても頻拍周期及びVA時間の

延長はみられない．また，順伝導でデルタ波が認めら

れない場合には潜在性WPW症候群と呼ぼれる．

　経食道ペーシングではHis束心電図が記録できな

い，心室ペーシングを行うことが難しい等難点はある．

しかし我々は，以下のような方法で，房室結節リエン

トリー性頻拍と房室リエソトリー性頻拍はほぼ鑑別が

可能と考えた．以下にその鑑別点を要約する．

　房室結節リエントリー性頻拍は，1）安静時心電図及

び連続刺激時の心電図でデルタ波の認められないこ

と，2）房室伝導曲線（PIP2時間とP2R2時間，または

PIP2時間とRIR2時間）が不連続でjump　upが認めら

れること，3）頻拍中のVA時間が70msec以下である

こと，VA／AV比が0．33以下であること，VA／CL比が

0．25以下であること，4）PR時間の延長をもって頻拍

が誘発されること，5）房室ブロックまたは房室ブロッ

クがあっても頻拍が持続することがあること等であ

る．

　房室リエントリー性頻拍は，1）安静時心電図または

連続刺激時の心電図でデルタ波を認めるか，デルタ波

を認めない場合には房室伝導曲線が連続性であるこ

と，2）房室ブロックまたは室房ブロックで必ず頻拍が

停止すること，3）VA時間が70msecより大きいこと，

またはVA／AV比が0．33より大きいか，　VA／CL比が

0．25以上であること，4）脚ブPックの合併でVA時

間や頻拍周期が25msec以上延長すること1°），5）PR

時間の延長をもって頻拍が誘発されること等である．

jump　upは期外刺激の間隔を10msec短縮したとき

房室伝導時間（PR時間）が50msec以上延長するこ

と13），及びslow　pathwayによる伝導が少なくとも3

点以上認められるものとした．経食道ペーシングの場

合房室伝導曲線は房室結節の伝導時間（AH時間）では

なく，房室伝導全体の時間を表すが，HV時間の延長は

それほど大きくないものが多いので，PR時間の延長

の程度は，ほぼAH時間の延長と考えてよいと思われ

る．頻拍誘発前にデルタ波がある症例は，Kent束と房

室結節の伝導時間の差が大きいためPR時間だけから

見るとjump　upしているように見えるので注意が必
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要である．従って経食道ペーシングではjump　up前に

デルタ波があるかどうかが重要であり，少なくとも右

側胸部誘導と左側胸部誘導の2つを記録することが必

要である．

　VA時間及びVA／AV比の検討では，房室結節リエ

ントリー性頻拍の場合にはVA時間は70msec以下で

あり，VA／AV比は0．33以下，　VA／CL比は0．25以下で

あった．房室結節リエントリー性頻拍の場合にはVA

時間が70msec以下であるという報告がある6）9）14）が，

我々の症例でも房室結節リエントリー性頻拍ではVA

時間は70msec以下であった．

　しかし，これらにも問題点はある．

　第1に房室結節リエントリー性頻拍でも安静時心電

図でデルタ波を持つものがあることである．この場合，

頻拍誘発前のKent束の伝導時間と，頻拍誘発時の房

室結節の伝導時間に100msec以上の差がある場合に

は，経食道ペーシングでは逆伝導路が房室結節である

か副伝導路であるかの鑑別が難しくなる．この場合に

も，頻拍中のVA時間やVA／AV比を参考にするとよ

い．また，頻拍中に脚ブロックを合併したとき，VA時

間や頻拍周期の変動があるかどうかも鑑別点となる．

このように経食道ペーシングでは，頻拍中の脚ブロッ

クの診断を行うことが特に重要である．そのためには

少なくとも右側胸部誘導と，左側胸部誘導の二種類を

同時に記録する必要がある．我々は，V1誘導とV5誘導

を同時に記録している．

　もう一つの問題は，潜在性Kent束の存在である．し

かし，我々の検討では潜在性Kent束と思われる4例

ではいずれも房室伝導曲線が連続性であり，房室結節

リエソトリー性頻拍と鑑別可能であると思われた．ま

た，頻拍中のVA時間やVA／AV比も参考になる．潜

在性副伝導路の診断には頻拍中，または心室ペーシン

グ中の心房の興奮順位を見ることが重要とされている

が，経食道ペーシングではこれが不可能である．頻拍

中のP波が，左側壁Kent束では左側胸部誘導及び1，

aVLで陰性になり，前壁中隔Kent束ではII，　III，　aVF

で陽性，左Kent束では，前額面のP波の電気軸は＋

90°～十210°，右Kent束では一120°～十120°になること

等により，ある程度心房の興奮順位すなわち，副伝導

路の位置を推定することが可能である．潜在性Kent

束が中隔側を通る場合には，脚ブロックでもVA時間

や頻拍周期に変化が認められない場合もあり，房室伝

導曲線のjump　upがあるかどうかが鑑別に最も有用

である．また症例2のように，房室ブロックがあって
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も頻拍が持続するようであればKent束は否定され
る．

　atrio・His　bypassと房室結節リエントリー性頻拍の

鑑別は，atrio－His　bypassでは安静時心電図でPR時

間が短く，期外刺激や連続刺激の間隔を短縮しても

PR時間の延長がほとんど見られず，頻拍中にver－

apamil，　digoxin，　propranoloなど房室伝導を抑制す

る薬剤を用いてもVA時間が殆ど延長しない．等に

よって鑑別できよう15）．nodo－ventricular　bypassと

Kent束の鑑別は，　nodo－ventricular　bypannでは期外

刺激や連続刺激の間隔を短縮するとデルタ波または脚

ブロックがはっきりしているが，PR時間は延長する

事によってほぼ鑑別できる15）．しかし，房室結節遠位部

にbypassが付着している場合には，　QRSの形に変化

がないという16）．

　房室ブロックまたは室房ブロックが存在しても頻拍

が持続すれぽ，房室結節リエントリー性頻拍の可能性

が高くなる’7）．この場合に鑑別すべき心房内リエント

リー性頻拍や洞結節リエントリー性頻拍では，一般に

VA時間が長く，　VA／AV比は1を越えるものが多い

ので鑑別が可能と思われる10）．

　以上のような方法によって，小児でもっとも多い房

室結節リエントリー性頻拍と房室リエントリー性頻拍

はほぼ鑑別が可能と思われる．また，その他の副伝導

路を用いた頻拍もある程度鑑別可能である．これらの

方法でも鑑別が不可能な場合には，観血的な電気生理

学的検討を行う必要がある．メカニズムの推定が可能

になれぽ，薬剤の選択にも有用であり，今後，本法の

普及が望まれる．

　本研究の研究費の一部は，厚生省心身障害研究「不整脈の

管理及び心術後管理指針に関する研究」研究班により行っ

た．
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Comparison　Between　Atrioventricular　Nodal　Reentrant　Tachycardia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Use　of　Transesophageal　Pacing

in　Children

Naokata　Sumitomo，　Hiroya　Ushinohama，　Hideo　Yamaguchi，　Hitoshi　Usami，

　　　　　　　　　Tomoo　Okada，　Kensuke　Harada　and　Masahiko　Okuni

　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Nihon　University　School　of　Medicine

　　　Sixteen　children　with　paroxysmal　supraventricular　tachycardia　were　evaluated　by　trans・

esophageal　pacing．　All　the　tachycardia　was　induced　reproducibly　and　terminated　by　pacing．　When　the

electrocardiogram　revealed　no　delta　wave，　presence　of　jump　up　in　atrioventricualr　conduction　curve，

VA　interval　shorter　than　70　msec，　VA／AV　ratio　smaller　than　O．33，　VA／CL　ratio　smaller　than　O．25　and

sustained　tachycatdia　with　atrio－ventricular　block　indicates　atrio－ventricular　nodal　tachycardia．

When　the　electrocardiogram　revealed　no　delta　wave，　the　presence　of　smooth　atrio－ventricular　curve，

VA　interval　was　longer　than　80　msec　or　VA／AV　ratio　larger　than　O．34，　VA／CL　ratio　larger　than　O．26，

elongated　tachycardia　rate　and　VA　interval　with　bundle　branch　block　indicates　atrio・ventricular

reentrant　tachycardia　by　use　of　concealed　bypass　tract．　When　the　electrocardiogram　showed　delta

wave，　presence　of　VA　interval　longer　than　70　msec　or　VA／AV　ratio　larger　than　O．34，　VA／CL　ratio　larger

than　O．26，　elongated　tachycardia　rate　and　VA　interval　with　bundle　branch　block　indicates　atrio－

ventricular　reentrant　tachycartdia．

　　　If　the　P　wave　during　tachycadia　was　negative　in　lead　I，　aVL，　V5　and　V6，　left　lateral　Kent；positive

in　II，　III，　aVF，　anterior　paraseptal　Kent　was　stongly　suggested．　P　wave　axis　in　frontal　plane　was

十90°～十210°in　left　Kent，－120°～十120°in　right　Kent．
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