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小児のWPW症候群における副伝導路の電気生理学的検討
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

WPW型の心電図を有する55例の小児に対し，経食道的ないし観血的臨床心臓電気生理学的検査を行

ない，副伝導路および頻拍の特性に関し，検討を行なった．

　副伝導路不応性は年齢よりも心拍数に依存し，基本心房刺激周期を短縮すると副伝導路有効不応期も

短縮する傾向を示した．体位変換では，心拍数と同様に副伝導路の不応性も立位で短縮した．電気生理

学的検査を経時的に行なった症例では，心拍数で補正すると，副伝導路が途絶するか変化しないかの2

種類に分類できた．途絶したものは左側で1歳以下の副伝導路であった．

　副伝導路不応性は，副伝導路有効不応期や，副伝導路を介し1対1の房室伝導する最低の刺激周期よ

りも，R－R間隔の平方根で除した補正値で評価すべきである．

　　　　　　　　　　緒　　言

WPW型の心電図所見を呈する症例は小児におい

ても比較的多く認められ，学校検診でも重要視される

ようになってきた．また，小児の発作性上室性頻拍に

占めるWPW症候群の割合も少なくない1）2）．　WPW

症候群に伴う頻拍発作に関しては比較的多くの報告が

あるが，副伝導路特性に関しての報告は極めて限られ

ている．WPW症候群においては稀に突然死する症例

が知られるようになり，この突然死しやすい副伝導路

特性を有する高リスク群を選択しておくことは重要な

ことである．内科領域では副伝導路に関する電気生理
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副伝導路を介し1対1房室伝導する最低

頻拍中の心室波から心房波までの時間

頻拍中の心房波から心室波までの時間

学的検査がこのための最も確実な方法であると考えら

れている．しかし，電気生理学的検査は小児では一般

的でなく，高リスク群の判定基準はもちろんのこと，

小児の副伝導路そのものの特性も充分明らかとなって

いない．

　経食道心房ペーシングは，少児においても比較的簡

単，かつ安全に心房刺激が行なえるため3）4），WPW症

候群の副伝導路特性を評価するのに適した検査法であ

る5）n－7）．さらに，この方法を用いて上室性頻拍の機序や

薬効の評価も可能であることが徐々に明らかになって

きた．この論文はこれらのことをふまえて小児の

WPW症候群における副伝導路の電気生理学的特徴

を明らかにすることを目的とした．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は滋賀医科大学小児科循環器外来および関連病

院小児科を受診したWPW型心電図を有する小児の

55例である．このうち，WPW症候群，すなわち過去

に発作性上室性頻拍ないしは発作性心房細動を証明さ

れている症例は19例であった．他の症例は学校検診な

どでWPW型心電図を指摘され，副伝導路特性の評

価，特に突然死に対するリスクを評価する目的で，観
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血的ないし経食道的な電気生理学的検査を行なったも

のである．観血的検査を行なった症例はほとんど発作

を有する症例で，副伝導路の部位と数および頻拍機序

の診断，手術適応の決定をするため心臓カテーテル法

による電気生理学的検査を行なった．

　経食道心房刺激は既に報告したごとく3｝，パルス幅

10msecで拡張期閾値の1．2～1．5倍の定電流刺激を用

いた．また，観血的心房刺激ではパルス幅0．5msecで

心房拡張期閾値の2倍の定電圧刺激を用いた．電気生

理学的検査は型のごとく行なった．すなわち，高頻度

連続心房刺激法では刺激回数は8発ないし18発とし，

刺激周期を500msecから120msecまで20ないし50

msecずつ変化させ，副伝導路を介して1：1の房室

伝導をする最低の刺激周期（SAP1：1C）を検討した．

期外収縮法では洞周期よりやや短い刺激周期で8発の

基本心房刺激を行なったのち，1発の心房早期刺激を

行ない，この連結期を10～20msecずつ短縮させた．こ

のとき，副伝導路を介し，房室伝導しない最長のPIP2

ないしはAIA2間隔を副伝導路有効不応期（APERP）

とした．心房高頻度刺激ないしは早期刺激で頻拍が誘

発された場合は，頻拍周期と食道誘導心電図における

心室波から心房波までの時間をVA時間として検討

した．心腔内電気生理学的検査を行なった症例では，

右室心尖部波から高位右房波までの時間をVA時間

として検討した．

　小児においては副伝導路の不応性が洞周期によって

影響されるか否かを検討するため，同一症例で基本心

房刺激周期を変化させて副伝導路有効不応期に与える

影響について検討した．

　次に，副伝導路特性に与える体位の影響を検討する

ため，安静臥床，30度の半起座位，立位，露鋸の各体

位で上記の副伝導路特性ならびに頻拍特性の検討を行

なった．すなわち，観血的臨床心臓電気生理学的検査

の終了時に右房にカテーテルを留置し，この電極より

心房刺激と電位の記録を体位を変換して行なった．一

部には経食道心房ペーシングを行なった症例でも上体

を挙上して副伝導路や頻拍特性を検討した．頻拍が生

じた場合には，頻拍周期と頻拍中の心室波から心房波

までの時間（VA時間）を測定した．

　経食道心房ペーシングを経時的に数回行ない，副伝

導路特性の変化を観察しえた16例では，最初の所見と

最後の所見を比較し，副伝導路が成長と発達の過程に

よりどのように変化するかを検索するため，副伝導路

有効不応期，SAP1：1C，頻拍周期，頻拍中のVA時間

日小循誌　6（3），1990

の変化を検討した．16例の観察期間は最低4ヵ月，最

高38ヵ月，平均16．2ヵ月であった．

　なお，観血的電気生理学的検査を行なった19例中12

例では心室の連続刺激と早期刺激を行ない，副伝導路

の逆行性特性の検討を行なった．すなわち，副伝導路

を介し1：1の逆行性房室伝導する最低の心室刺激周

期および逆行性副伝導路有効不応期である．また，経

食道心房ペーシングを行なった例は全てorthodromic

reciprocating　tachycardiaであったため，逆行性副伝

導路伝導時間に相当すると考えれる頻拍中の食道心電

図の心室波から心房波までの時間をVA時間として

検討した，

　語意の定義

　心房機能的不応期二心房が刺激により興奮する最短

のAl・A2間隔

　心房有効不応期：S2が生じない最長のS1－S2間隔

　副伝導路有効不応期（APERP）：基本心房刺激の後

心房早期刺激を与えたとき，副伝導路を介し心室が興

奮しない最長のA1－A2間隔

　逆行性副伝導路有効不応期：洞周期よりやや短い心

室基本刺激の後，心室早期刺激を行ない，副伝導路経

由で心房が逆行性に興奮しない最短のV1－V2間隔

　尚，統計学的検討にはstudent　t検定を用い危険率

0．05以下を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．副伝導路伝導特性

　a）順行性伝導特性

　洞周期よりやや早い基本心房周期で検討した副伝導

路有効不応期は230msecから510msecにおよび，

SAP1：1Cは230msecから510msecに及んだ．後に記

すごくと，副伝導路有効不応期は基本心房刺激周期に

依存し，心拍数の影響を受けることが考えられるため，

検査中のR－R間隔の平方根で補正したcorrected

APERPおよびcorrected　SAP1：1Cを求めたが，そ

れぞれ257．7msecから625．5msec，282．9msecから

522．5msecであった．心房有効不応期が副伝導路有効

不応期より長い場合は少なく，図では塗りつぶした四

角で示した．

　b）逆行性伝導特性（図1）

　観血的検査による心室刺激を行ない逆行性副伝導路

特性の評価を行なったのは12例のみであった．逆行性

副伝導路有効不応期は順行性のそれとほぼ同様か，も

しくは短い値を呈する例が多かった．

　2．副伝導路特性に与える諸因子の検討
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　　200
　　　200　　　　　　　250　　　　　　　300　　　　　　　350　　　　　　　400

　　　　　　　　　ANTEROGRADE　　　　　　msec

　　　　　　　　■　：AERP＞APERP

図1　副伝導路有効不応期．順行性（anterograde）と

　逆行性（retrograde）は正相関を示すが，逆行性が短

　い傾向を示す，

　a）基本心房刺激周期

　基本心房刺激周期の副伝導路有効不応期に与える影

響は図2に示すごとく，基本心房刺激が短縮すると有

効不応期も短縮する傾向を示した．すなわち，検討し

　　　　Lト÷÷一→＿＿→＿
　　　　　　200　　300　　　400　　　500　　600　　　700　　800

　　　　　　　　　　　　　　　　PCL　msec

図2　基本心房刺激周期の副伝導路不応期への影響，

　基本刺激周期が短くなると副伝導路有効不応期も短

　縮する．

た12例のうち，基本刺激周期の短縮で副伝導路不応期

が延長したものが1例，不変が2例のほかは，9例で

最低10msec最高30msec不応期が短縮した．

　b）年齢と洞周期

　年齢および検査時の洞結節周期との関係は図3，4

に示すごとくである．副伝導路有効不応期および
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　　　　　　　　■　：AERP＞APERP

図3　年齢と副伝導路特性の関係：

　補正すると相関係数は上昇する．
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　　　図4　洞周期と副伝導路特性との関係：
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心拍数での補正値とは荒い相関関係を示す．

1000　　　　　1200

　　　msec
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SAP1：1Cは年齢とは有意の相関を示さなかった．し

かし洞周期とでは相関係数が上昇した．

　以上の結果から，副伝導路の不応性を新生児から学

童まで同一の指標で評価するときには何らかの形で心

拍での補正が必要であると考えられた．QT時間も心

拍数に依存して変化するためR－R間隔の平方根で補

正することが一般化している．今回の検討でも副伝導

　　　　　　APERP

　　　　p＜0．05　　　p＜0．05
msec
　　　「一一一一一「「一一一「500

400

300

200

　　　　　supine　　headup　tilt　　　upright　squatting

図5　副伝導路有効不応期の体位による変化：立位で

　短縮する．

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

路不応性の心拍補正はこのR・R間隔の平方根で補正

する値を採用した．

　3．副伝導路特性の体位による影響

　副伝導路に関する臨床電気生理学的指標は通常頻拍

や突然死の生じる可能性の少ない安静臥床の状態で測

定されている．頻拍や突然死が起こりやすい運動中に

副伝導路の電気生理学的検査を行なうことは困難であ

るため，副伝導路特性への体位の影響を検討し，安静

臥床の臨床電気生理学的検査の妥当性を検証した．

　　　　　SAP　1：1Cmsec
400　　　　　 p〈0．05　　　p＜0．05

　　　「一一『一一一1「一一一一1

350

300

250

　　　　　suplne　　headup　tilt　upright　squattln9

図6　SAP1：ICの体位による変化：立位で短縮す
　る．
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　　　　図7　補正値での体位の影響：体位による変動は認められない．
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　洞周期は上体挙上で僅かに，立位では著明に短縮し

た．嶋鋸では上体挙上の値に復帰した．副伝導路有効

不応期（図5）もSAP1：1C（図6）も同様の所見を

呈した．しかし，その補正値で検討すると洞周期が短

縮したことが影響して不変であった（図7）．頻拍に関

しては5例で検討できたが，頻拍周期は立位で最も短

縮した．しかしながら頻拍中のVA時間は変化しない

例が多かった．ただし，AV時間は立位で全ての症例で

短縮した（図8）．1例では立位で誘発された上室性頻

拍が，どのような心房刺激によっても停止不可能で

あったが，臥床させ心房刺激を加えると比較的簡単に

停止した．

　4．副伝導路特性の経時的変化

　経時的に経食道心房ペーシングを行なった15症例に

PSVTCL

　　　P〈NS
msec　　　　　　　　　msec

400　　　　　　　　　200

n二5

…
㍉

VA　lnterval AV　interval

P＝Ns　　　　　　　　p＜O．05

　　　　msec
　　　　300

n＝5

㎜一 　1。。＼フ

・』す・㌫÷
　　Su：Supine，　H：Headup　tilt，　U

図8　体位による頻拍特性の変化：

100

n＝5

・N．一．

　　　　　　　　　　　　：Upright，　Sq：

　　　　　　　　　　　　　頻拍中はその周期

（PSVTCL）も短縮するが，これは房室伝導時間（AV

interval）の短縮によるものであった，

msec

600

500

400

300

msec

600

500

400

300

oC＿＿＿＿L＿

　SuHUSq
　　Squatting

corrected　APERP

　200　　　　　　　　　　　　　　　200

　　　initlal　　　　　　　fina］　　　　　　　　　　　1nitial　　　　　　　final

図9　副伝導路有効不応期の経時的変化：最初の値

　（initial）と最後の値（丘nal）を比較すると，デルタ

　波が消失した例（図中では無限大となる）を除き，

　延長傾向を示すが，絶対値では変化がない．
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つき，副伝導路特性や頻拍特性などを検討した．すべ

て第1回目の検査ではデルタ波を有し，副伝導路特性

の評価が可能であった．しかし，経過観察中にデルタ

波が消失し副伝導路特性の評価が不可能になった症例

が4例存在した．このうち3例は左側副伝導路，2例

は1歳以下の症例であった．副伝導路有効不応期は残

り11例中7例が延長，3例で不変，1例で僅かに短縮

した．R－R間隔の平方根で除した値では延長が5例，

短縮が6例であった（図9）．

　SAP1：1Cは9例中6例で延長，1例で不変，2例

で短縮した．補正値では前後の評価が可能であった8

例中3例が短縮，1例不変，4例が延長した（図10）．

　初診時に頻拍発作を有する10例は全て心房早期刺激

なしい心房高頻度刺激にて頻拍を誘発できた．しかし

ながら，経過観察中デルタ波が消失した例が2例存在

した．頻拍発作の誘発はこのなかの1例で不可能に

なった．デルタ波が残った8例のうち，頻拍の誘発が

不可能になった例は2例であった．他の7例は引き続

msec
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400

300

SAP1：1C　T）、＝12

msec

600

500

400

300

cDI・rected　SAP1：IC

　200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200

　　　initia】　　　　　　　final　　　　　　　　　　　init］al　　　　　　　f三nal

図10　SAP1：1Cの経時的変化：副伝導路有効不応期

　と同様の所見を示す．
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200

100

PSVTCL　n＝10
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200

100

VA　interval　　n＝10

　　　　initial　　　　　final　　　　　　　　　　initial　　　　　final

図11頻拍周期およびVA時間の経時的変化：頻拍
　周期は延長傾向をVA時間は不変である．　P　value

　は安静仰臥位と立位との比較を示す．

Presented by Medical*Online



384－（48）

き頻拍が誘発できたが，頻拍発作の周期が延長した例

が5例，不変が2例であった．発作の機序は経過観察

した症例全てがorthodromic　reciprocating　tachycar・

diaであったため，頻拍中のVA時間は主として逆行

性の副伝導路伝導時間に相当するが，この値は比較で

きた7例中2例延長，4例不変，1例短縮した（図11）．

　　　　　　　　　　考　　察

　WPW症候群はヒト以外の動物で認められること

は非常に稀であり，適切な動物モデルもないため，副

伝導路の電気生理学的特性はもっぱら臨床例を用いて

検討されてきた．一方，小児では刺激伝導系の電気生

理学的特性や頻拍発作に対する薬剤の影響が成人とは

異なる場合があることも指摘されている．特にWPW

症候群においては，デルタ波が成長に伴って消失した

り，乳児期に認められた発作性上室性頻拍が成長と共

に発生しなくなったりすることは比較的良く知られた

事実である．これらのことに関しては以下のようなこ

とが推定されている．すなわち，発達に伴い徐々に房

室弁輪部の線維論が形成され，心房心室間の連続性が

消失する．しかし新生児期では約半数に房室弁輪部の

線維論の完成が不十分で，この間隙が副伝導路として

遺残する．この線維輪が生後も発達を続け，房室弁輪

部が完成すると副伝導路が途絶するのではないかとの

説であるs）．これらのことを証明するためにはWPW

症候群における年齢別の詳細な病理組織学的検索，な

いし臨床的には電気生理学的検討が必要である．しか

し，病理組織学的検索はWPW症候群の場合1剖検例

につき数万枚の連続標本を作成する必要があることな

どからこれまで多数例での検索はほとんどなされてい

ない．また，何本もの電極カテーテルの挿入を必要と

する観血的臨床心臓電気生理学的検査は小児において

は施行が困難であり報告も少なく9），電気生理学的に

もこの仮説は証明されているわけではない．

　我々は小児，ことに未熟児でも，安全かつ簡単に経

食道心房ペーシングが施行可能であること報告

し3）4｝，WPW症候群においても経食道心房ペーシング

を用いて，副伝導路の特性につきその一部の結果を報

告してきた6）7）．しかし，心房受攻性の検討や逆行性副

伝導路特性の評価は経食道心房ペーシングを用いた検

査のみでは困難である．それゆえ，今回は経食道心房

ペーシングを行なった症例に観血的臨床電気生理学的

検査を施行した症例を加え，小児のWPW症候群の電

気生理学的特性について検討した．

　以下，結果に従って考察を進める．

日本小児循環器学会雑誌　第6巻　第3号

　小児の副伝導路の順行性伝導特性の指標は年齢より

も，心拍数に依存していた．このことは同一症例でも

基本心房刺激を変化させると有効不応期も変化する症

例が多かったことからも示唆される．新生児期での副

伝導路有効不応期は成人において高リスク群と診断さ

れる250msec以下ないしはその近傍の値を示す例が

ほとんどである．WPW症候群の新生児に突然死が多

いとの報告はなく，このことのみから新生児のWPW

症候群のリスクが高いと考えることはできない．これ

は新生児期では心拍数が多く，そのため副伝導路不応

期の絶対値が短いことに起因する．それゆえ一般的な

副伝導路不応性の評価には心拍数で補正した値を比較

することが必要と考えられる．今回はR・R間隔の平方

根で除した方法を用いたが，この方法に関して充分な

妥当性や根拠があるわけではない．今後，症例を集め

て検討していく必要がある．

　順行性と逆行性の不応期の検討では，逆行性副伝導

路有効不応期が短い傾向を示した．これは副伝導路の

不応期が順行性にも逆行性にも徐々に延長し，ついに

は途絶すると考えれば，その一経過過程として逆行性

伝導が残存し潜在性WPW症候群が生じるとの仮説

を支持する所見であるといえる．

　副伝導路の特性に日内変動や日差変動があることは

間欠的WPW症候群の存在からも示唆される．この副

伝導路特性の変動の原因は未だ十分明らかになってい

ない．WPW症候群のリスクの評価にはこの副伝導路

特性の変動も加味する必要がある．ことにWPW症候

群の電気生理学的検査は安静臥床時に行なわれている

が，この状態は通常突然死が生じる状態ではない．突

然死の評価には，起こりやすい環境での電気生理学的

検査が必要であると考えられる．Isoprotereno1静注中

の副伝導路特性の検査はこの目的のために用いられ，

小児での検討はすでに報告したエ゜）が，今回は比較的簡

単に検査できる体位変換の影響を検討した．体位変換

では，立位で心拍数が増加するに従って副伝導路有効

不応期も短縮した．このように副伝導路特性は種々の

因子の影響を受け変動するが，リスクを評価するには

最もリスクが高い場合を想定する必要がある．体位変

換，ことに立位負荷は比較的簡単に副伝導路の変動性

を評価しうる方法である．

　WPW症候群においては，前述したように，解剖学

的に副伝導路が房室弁輪部の線維輪の発達により変化

したり，消失したりすることが考えられる．今回の我々

の結果では，経時的に副伝導路特性を検討すると，そ
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の絶対値では延長する傾向にあるが，心拍数で補正す

ると副伝導路特性は不変かもくしは副伝導路が途絶す

るかのどちらかであることが判明した，新村らii）は乳

児期発症のWPW症候群を最低4年以上経過観察し

たところ，頻拍の消失は85％，デルタ波の消失は62％

に認められたと報告している．その他の報告12）13）も乳

児期のWPW症候群の自然寛解は比較的高い確率で

おこることを示しており，異論のない事実となってい

る．しかし，これらの報告は単に12誘導心電図のみか

らの検討であり，副伝導路の特性や頻拍の特性を詳細

に検討したものではない．副伝導路が途絶する症例か

途絶しない症例かを決定することは，手術治療を含め

たWPW症候群の治療に直接に関わる重要な問題で

ある．今回の検討からは，副伝導路特性を2度以上検

索して心拍数で補正した値を検討し，その値が延長し

ていれぽ将来副伝導路は途絶し，不変ならば将来も変

わらないと推定しうることが示唆された．このことは，

顕性WPW症候群の順行性不応期が経時的な変化を

起こして延長し，間欠性WPW症候群となり，ついに

は副伝導路を介する逆行性伝導も途絶するとの経過に

見合う所見である．また，手術適応に関して考察でき

ることは，1歳以下で左側の副伝導路を持つ症例では

副伝導路が途絶する可能性があり，手術に関し慎重な

態度が必要なことが判明した．最近Kleinら14）は無症

候性のWPW症候群に最低36ヵ月以上の間隔をおい

て2回の電気生理学的検査を行ない，副伝導路特性の

変化を検討しているが，31％に順行性伝導が消失した．

また，その群の副伝導路有効不応期は，年長例では，

消失しない例よりも長い傾を示したことを報告してい

る．さらに，今回の検討と同様，デルタ波が消失しな

い例では副伝導路特性はほとんど変化しないとしてい

る．それゆえ，副伝導路有効不応期が長い例も手術に

慎重である必要があるかも知れない．

　小児では成長と発達の過程があり，副伝導路も例外

ではない．小児における副伝導路の特性と自然歴を充

分理解することがこれらの疾患の治療や管理に必要で

ある．

　最後に，ご指導を賜った恩師島田司巳教授に感謝いたし

ます，
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Electrohysiologic　Properties　of　Accessory　Pathway　in　Infants　and

　　　　　　　Children　with　Wolff・Parkinson・White　Syndrome

1．Characteristics　of　Accessory　Pathway　in　Infants　and　Children

　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Fujiseki

Department　of　Pediatrics，　Shiga　University　of　Medical　Science

　　　Electrophysiologic　study　was　performed　in　infants　and　children　suffering　from　the　Wolff－

Parkinson・White　electrocardiographic　pattern　with　or　without　supraventricular　arrhythmias．　Effec－

tive　refractory　period　of　the　accessory　pathway（APERP＞，　SAP　1：1C（shortest　paced　cycle　length　of　1：1

AV　conduction　via　an　accessory　pathway），　cycle　length　of　supraventricular　tachycardia（PSVTCL）and

atrioventricular　interval　during　tachycardia　（VA　interval）were　measured．

　　　APERP　was　shortened　by　short　basic　paced　cycle　lenght　and　upright　position．　Thus，　risk　group

should　be　selected　by　the　electrophysiologic　value　corrected　by　heart　rate．

　　　In　longitudinal　electrophysiologic　study，　infantile　and　left　sided　accessory　pathway　tends　to　lose

the　capacity　for　anterograde　conduction．　Surgical　therapy　should　be　avoided　in　these　children．
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