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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

第2編　心房受攻性の評価と高リスク群の選択

（平成2年2月20日受付）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児のWPW症候群において突然死を起こす可能性のある症例を選択する目的で，心房受攻性の検討

と薬剤負荷による副伝導路特性の検討を行なった．まず，WPW症候群19例と心房負荷のない軽症先天

性心疾患ないしは冠状動脈障害のない川崎病既往児26例を対象として，主として心房の受攻性に関する

指標を観血的に測定した．心房細動の前段階であるrepetitive　atrial　firingの発生頻度や，これを発生す

る心房早期刺激の連結期の範囲，心房内伝導遅延の指標などを検討したところ，各指標の陽性率と平均

値にWPW症候群と対象群では全く違いは認められなかった．

　次に，procainamideを1mg／kg／minの速度で最大15分間静注し，デルタ波消失までの時間を測定し，

副伝導路不応性との比較を20例で行なった．デルタ波の消失の有無と副伝導路不応性には有意な関係は

認められず，デルタ波が消失した例でも，消失するまでの時間と副伝導路有効不応性には関係を認めな

かった．それゆえ，小児ではVaughan　Williams　Iaの薬剤の静注によるデルタ波消失の有無で副伝導路

の不応性を評価することは不可能であると考えられる．

　リスクの評価にはdibutyryl　cyclic　AMPなどの薬剤を静注することにより，心房細動を誘発させやす

くし，従来の報告のごとく誘発した心房細動時の最短R－R間隔で評価することが望ましい．

　　　　　　　　　緒　　言

WPW症候群は上室性頻拍を起こさなけれぽ全く

安全な不整脈と考えられてきた．しかし，副伝導路の

不応期が短い症例では，心房細動が発生したとき，心

房のインパルスが房室結節での緩衝を受けずに直接心

室に伝わり，致命的な心室性不整脈を惹起し，突然死

の生じる場合があることが判明してきた1ト3）．また，乳

児突然死症候群の解剖例で副伝導路と思われる組織が

房室弁輪部に認められることがあり4｝，小児において

も突然死が発生する可能性の高いWPW症候群が存

在することが考えられる．高リスク群をいかにして発

見するか，どのように管理するかは小児にとっても重

要な問題である．このWPW症候群のリスクを評価す
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る上で重要なことに次のことがある．すなわち，副伝

導路の不応性，副伝導路特性の変動性，心房受攻性で

ある．高リスク群の評価法としては既に内科領域では

種々のものが提唱されている5）～7）．しかし，これらの事

項について小児における十分な検討はない．また，第

1編8）で述べたように小児においては成長と発達に伴

い副伝導路特性も変化するため，特別な配慮が必要で

ある．例えば運動負荷試験が成人ではリスクの評価に

用いられるが，小児では限界がある9）ことなどもその

一つである．本論文の目的は小児の特殊性に基づいた

小児のWPW症候群の高リスク群の選択法を検討す

ることであり，ことに上記の3点の中の副伝導路の不

応性と心房受攻性を取り上げ検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は心房受攻性の評価を目的として，観血的電気

生理学的検査を行ったWPW症候群19例である．この
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うち14例は発作性上室性頻拍を有し，1例は発作性心

房細動，残りは学校検診でWPW型心電図を指摘され

た症例で，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，電気生理学的検査を行なっ

たものである．コントロールとして心房負荷のない軽

症先天性心疾患ないしは冠動脈障害のない川崎病既往

児26例の観血的電気生理学的検査結果を用いた．

　観血的臨床電気生理学的検査には次の方法を用い

た，すなわち，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50msecずつ変化させ，副伝導路を介して

1：1房室伝導する最低の刺激周期（SAP1：1C）を検

討し，repetitive　atrial丘ring（RAF）9）や持続性の心房

細動が生じるかどうかを観察した．

　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．

このときにrepetitive　atrial　firingを生じる心房早期

刺激の連結期の範囲（repetitive　atrial　firing　zone：

RAFZ）1°），刺激波から心房波までの時間が20msec以

上延長する心房早期刺激の連結期の範囲（conduction

delay　zone：CDZ）11｝，早期刺激による心房波の持続時

間が基本刺激のそれより1．5倍になる連結期の範囲

（fragmented　activity　zone：FAZ）12）を検討した．さ

らに，心房筋有効不応期，心房機能的不応期および

maximal　atrial　latency（MAL：心房早期刺激により

生じる心房内伝導遅延の最長の値11）），maximal　atrial

fragmentation（MAF：心房早期刺激により生じるA

波の持続時間が長いもの）も同様に検討した．図1に

これらの指標の測定方法を示した．

　さらに，一部の症例についてはdibutyryl　cyclic

AMPを0．02mg／kg／minで15分から30分間持続点滴

静注しつつ心房連続刺激を行ない，心房細動が誘発さ

れるかいなかを検討した．

　最後に，常にデルタ波が認められ経食道心房ペーシ

ングないしは観血的電気生理学的検査をおこなって副

伝導路の順行性電気生理学的特性が判明している20症

例に対してVaughan　Williams　Iaの代表的薬剤であ

るprocainamideを1mg／kg／minの速度で静注し，デ

ルタ波が消失するまでの時間を測定した．このうち発

作の既往を有する症例は12例であった．ただし，最大

の静注量は15mg／kgとした．同時にデルタ波の消失し

た時点でのprocainamideの血中濃度を蛍光偏光免疫

測定法（FPIA）で測定した．この値を電気生理学的検
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図1　心房早期刺激によって反復性心房応答（RAF）

　が生じるSIS2の範囲をrepetitive　atrial　firing

　zone，刺激波から心房波までの時間が基本心房刺激

　時a）より20msec以上長くなった，　b）SIS2の範囲

　をconduction　delay　zone，最大のbをmaximal

　atrial　latency，心房刺激による心房波の持続時間f

　が基本刺激周期時のそれより1．5倍以上になるSl

　S2の範囲をFragmented　activity　zone，最大のfを

　maximal　atrial　fragmentationとする，

査における副伝導路特性の指標と比較した．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

差ありとした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．心房受攻性の検討

　a）心房高頻度刺激によるRAFないし心房細動の

誘発性

　WPW症候群で過去に心房細動が証明されていな

い症例は18例であった．WPW症候群およびコント

ロール群ともにRAFないし心房細動が誘発された例

は認められなかった．発作心房細動の既往を有する1

例でも，電気生理学的検査中には細動は誘発されな

かった．

　b）心房早期刺激による指標の検討（図2）

　対象はWPW症候群19例，コントロール26例であ
る．

　（i）repetitive　atrial丘ring　zone：心房早期刺激で

RAFが誘発され，　PAFZの検討が可能であったのは

WPW症候群で1例のみであったが，この症例は心房

細動の既往例ではなかった．また，コソトロール群で

は5例にこのzoneを認めた．しかしながら，　zoneの
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図2　心房受攻性の検討．心房受攻性の指標はWPW

　症候群とコントP一ルで違いはない．

幅はWPW症候群の1例が70msecであったのに対
し，コントロール群では2例が10msecの幅であった．

このzoneの平均値は両群間に有意差を認めなかっ

た．

　（ii）　conduction　delay　zone：　conduction　delay

（CD）は，　WPW症候群で8例，コント・一ル群で12

例に認められ，WPW症候群17．0±6．5msec，コント

P一ル群では16．3±4．6msecで両群間に有意差を認

めなかった．

　（iii）fragmented　activity　zone：心房波の持続時間

が早期刺激で延長する連結期の範囲はWPW症候群

で6例に認められ，コソトロール群でも6例に認めら

れた．WPW症候群では14．0±4．4msec，コント・一ル

群では9．2±4．7msecで両群間に有意差は認められな

かった．

　（iv）maximal　atrial　latency：心房早期刺激によ

る心房内伝導遅延の最大値は，心房機能的不応期内で，

心房筋有効不応期の直前に生じるが，WPW症候群で

は17．0±6．5msec，コントロール群では16．3±4．6

msecである，この値も両群間に有意差を認めなかっ

た．

　（v）maximal　atrial　fragmentation：心房早期刺

激による心房波の最大持続時間は，maximal　atrial

latencyと同様に，心房筋有効不応期直前の心房早期

刺激時に生じるが，この値もWPW症候群25．3±2．7

msec，コントロール群28，1±3．5msecと有意差を認め

なかった．
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図3　心房筋不応期の検討．心房筋有効不応期
　（AERP）および心房筋機能的不応期（AFRP）とも

WPW症候群とコント・一ルに違いは認められな
　い．
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図4　procainamideの投与量と血中濃度との関係．

　線形回帰を示す．

　（vi）心房筋有効不応期と機能的不応期（図3）二心

房筋有効不応期（WPW症候群216．0±57．5msec，コソ

トロール群216．0±40．9msec），心房機能的不応期

（WPW症候群251．1±22．6msec，コントロール群

253．3±37．7msec）のいずれの指標も両群に有意差を

認めなかった．

　II．　dibutyryl　cyclic　AMP点滴静注による検討

　WPW症候群でこの薬剤を静注し，心房の高頻度刺

激と早期刺激を行なった5例中1例に，いままで生じ

なかった心房細動が誘発された．この症例は心房細動

の既往はなかった．この心房細動は持続性で，その停

止には電気的除細動を必要とした．心臓カテーテルに

て冠動脈障害や左室機能障害のない例をコソトロール

として，4例にdibytyryl　cyclic　AMPの静注を行なっ

たが，RARないしは心房細動が誘発された症例はな

かった．

　III．　procainamide静注テスト

　a．デルタ波消失時の血中濃度（図4）

　11例の結果では，投与量と血中濃度の間に相関係数

0．944の相関性が認められ，血中濃度の面からこの方法

の妥当性が証明された．同時に測定したN－acetyl
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図6　デルタ波消失群と非消失群におけるSAP1：1

　Cの比較，絶対値も補正値も両群間に有意差を認め

　ない．

procainamideの濃度は一定の関係を示さなかった．

　b．デルタ波の消失の有無と副伝導路特性

　デルタ波が消失した群とそうでない群における副伝

導路有効不応期（図5），SAP1：1C（図6）およびそ

れぞれの値をR・R間隔の平方根で除した補正値では

両者間に有意差を認めなかった．

　c．デルタ波消失までの時間と副伝導路不応性

　procainamideを静注し，15分以内にデルタ波が消

失した16例において，デルタ波消失までの時間と副伝

導路有効不応期およびその補正値との関係について検

討した．両者には負の相関傾向が認められ，補正値で

は係数が上昇した（図7）．しかし，統計学的に有意差

を認めなかった．SAPI：1Cも副伝導路有効不応期同

様，負の相関傾向を認めるが，統計学的に有意差を認

めなかった（図8）．

　d．デルタ波消失時のprocainamide血中濃度と副

伝導路不応性との関係（図9）

　procainamideを静注し，デルタ波が消失した時点

で，procainamide血中濃度は副伝導路有効不応期お

よびその補正値と有意な負の相関関係を有していた．
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　期．補正値では逆相関を示す．
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図9　副伝導路不応性とデルタ波消失時のprocaina－

　mide濃度．明瞭な逆相関を示す．

SAP1：1Cに関しては有意な相関を示さなかった．し

かし補正値はより高い相関係数を示した．
procainamideの主たる代謝産物であるN－acetyl

procainamideの血中濃度とデルタ波消失時の副伝導

路特性との間には全く相関関係を認めなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　WPW症候群においては副伝導路の不応期が短い

症例では，心房細動が生じた場合，房室結節による心

房のインパルスの抑制が生じないため，それが心室の

受攻期にあたると心室細動が生じる場合があり，突然

死の原因になることが判明してきた1）2）．このような高
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リスク群を多くのWPW症候群の中から選択するこ

とは非常に重要であるにもかかわらず，小児において

は今だ十分認識されていない．しかし小児期WPW庄

候群の突然死例は時に報告されており13）14），また乳児

突然死症候群の刺激伝導系の病理組織学的検索でも副

伝導路が認められた報告がある4）．そもそもWPW症

候群を呈した症例で病理組織学的に副伝導路が初めて

証明されたWoodらの報告は突然死した小児例で

あった14）．それゆえ，小児においてもこの高リスク群を

選択する試みが必要である．

　WPW症候群のリスクに関し検討するには以下の

3つの事項が重要な点である．すなわち，1．心房細動

が生じやすい心房か否か，2．副伝導路の不応性が短い

症例か，3．副伝導路特性が不安定か否かである．3に

関しては第1編で論じた8）ので，本論文では小児の

WPW症候群においては突然死を引き起こすきっか

けとなる心房細動の起こりやすさと副伝導路不応性を

評価するうえでのprocainamide負荷試験の有用性を

検討した．

　まず第一に心房細動が生じやすいこと，すなわち，

心房受攻性の充進状態を評価する方法について考察す

る．心房早期刺激や高頻度刺激で認められるrepeti・

tive　atrial丘ring（反復性心房応答：RAF）が心房細

動を生じる例に特異的に認められる現象か否かについ

ては議論の分かれるところであった．最近の報告では

心房の機能的不応期において認められる非特異的現象

であるとの意見が多い．例えぽ，Castaら16）は137例の

術前の先天性心疾患患者に心房早期刺激を行ない，6

例（4％）に非持続性の心房粗動が生じたとしている．

彼らの報告は対象が手術を前提にした先天性心疾患患

者であり，心房負荷や先天性の心房筋の形成障害など

が潜在的に存在する可能性は否定できないと考えられ

る．すなわち，正常対象を用いていないことに問題が

あり，このため，ある程度の心房負荷や心筋の異常の

ために非持続性の心房粗動が誘発されている可能性が

ある．また，repetitive　atrial丘ring（RAF：反復性心

房応答）が持続すると，心房細動であることは確かで

あり，この現象が生じるか否かはWPW症候群の高リ

スク群を選択するうえには重要な所見と考えるべきで

あろう．ただし，心房筋の不応期が比較的長い症例で

は，この現象が出現することがないため，注意が必要

である．

　心房細動の機序に関しては，古くから異所性自動能

充進説とリエントリー説があるが，最近では多数の小
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さなリエントリーの集合ではないかとの説が主流とな

りつつある17）18）．リエントリーの成立には局所におけ

る伝導遅延は必須のものであるから，心房内伝導障害

を評価することも心房受攻性の評価につながる．それ

ゆえ心房受攻性の直接の指標とは言えないが，心房早

期刺激による心房内伝導遅延の諸指標を検討した．今

回の検討ではconduction　delay　zone，　fragmented

aCtiVity　ZOne，　maximal　atrial　latenCy，　maximal

atrial　fragmentationがこれに当たる．しかしながら，

小児においてはWPW症候群でその値が延長してい

る結果は得られなかった．以上の結果から，WPW症

候群の小児における心房筋は正常小児と同様の電気生

理学的特性を有していたと結論づけられる．

　WPW症候群に伴う心房細動の自然発症率は，成人

においては11．5～39％に及ぶとの報告がある2）19）2°）．小

児のWPW症候群における自然発症心房細動の発生

に関する報告は少ないが，胎児期から既に心房細動を

合併していた症例も報告されている21）．しかし，　Mehta

らはWPW症候群に合併した心房細動や心房粗動に

関する3例の報告を行なっており22），文献的にも小児

においては稀な合併症と考えてよい．これは今回の検

討でも明らかなごとく，小児のWPW症候群において

は心房受攻性の充進が認められないことに起因すると

考えられる．今回は冠状動脈障害のない川崎病と心房

負荷のない軽度先天性心疾患をコントロールとして電

気生理学的検査を行なったので，ほぼ正常対象と考え

ることが可能である．それゆえ，今回の結果からは，

小児ではもともと心房受攻性の充進例は少なく，

WPW症候群においても同様で，心房細動の発生も少

ないと考えることができる．成人のWPW症候群に心

房受攻性の元進している例が多い理由は不明である

が，心室性期外収縮が副伝導路経由で早期に心房に入

り込み心房の器質的変化をきたすのかもしれない．少

なくとも小児例ではWPW症候群においても心房筋

が心房細動になりやすい性質を有してはいないと考え

られる．

　ところで，以前よりWPW症候群におけるリスクを

評価する目的で，副伝導路有効不応期やSAP1：1Cの

絶対値が用いられてきた．この値は自然発症の心房細

動時の最短R－R間隔とほぼ一致するとされてきた．し

かし，副伝導路有効不応期とSAP1：1Cの絶対値とは

違いがあること，自然発症心房細動時の最短R－R間隔

と電気生理学的検査中に誘発された心房細動時の最短

R－R間隔とが異なることなどが報告されるように
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なってきた6）7｝．しかし副伝導路有効不応期やSAP1：

1Cなどは臨床心臓電気生理学的検査時に簡単に測定

できる副伝導路特性の指標であり，客観的なデータが

得られること，また他に適切な副伝導路特性の指標が

ないことなどにより，この指標は重要な意味を持つと

考えている．通常，副伝導路有効不応期やSAP1：1C

が250msec以下の場合，高リスク群とされる2°）が，　Gil・

letteら23）は，小児において，これらの値が220msec以

下をリスクが高いとして手術療法の適応としている．

しかしWPW症候群は新生児期にも比較的多く認め

られ，ことに最近では胎児期に発見されることも少な

くない．この時期のWPW症候群は，成人でほぼ高リ

スクと考えられる値を示す．しかしこの時期のWPW

症候群がとくに高いリスクを有することは考えられな

い．それゆえ，心拍数で補正をすることなく，絶対値

のみでリスクの評価や外科的適応を決定することには

問題があると考えられる．小児においては心房細動を

誘発することが困難であるため，誘発させた心房細動

時の最短R－R間隔を検討することは不可能なことが

多い．

　副伝導路不応期を測定するもう1つの重要な問題点

として，心房筋有効不応期が副伝導路有効不応期より

長い場合が特に高リスク群の選択の場合重要となる．

そのため，心房細動を人工的に誘発し，そのときの最

短R－R間隔を高リスク群の指標とする報告があり3），

基本的にこの見解は正しいと思われる．しかし，小児

においては，未熟児新生児期を除くと心房受攻性が充

進し，心房細動が容易に発生することは非常に稀であ

る．今回の検討でもそのことが実証された．このため，

今後は今回の報告で示したように，ATPやその誘導

体を用い，心房の受攻性を高めて心房細動を誘発し，

そのときの最短R－R間隔を検討することが必要にな

るであろう．

　今回はdibutyryl　cyclic　AMPを点滴静注しつつ心

房高頻度刺激を行ない，心房細動が誘発されるか否か

を観察した．動物実験においては，dibytyryl　cyclic

AMPの静注で心室細動閾値が低下し心室受攻性が充

進することが報告され24），また，心室細動時の心筋内

cyclic　AMP濃度が上昇しているとの報告もある25）．

このように細胞内cyclic　AMP濃度が上昇すると，細

動閾値が低下することが予想され，心房細動の閾値も

低下すると考えられる．この方法をもってしても心房

細動が誘発されない場合は，心房受攻性の充進がなく，

心房細動が生じる可能性がほとんどないことを示して
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いると考えてよいであろう．臨床的にも上室性頻拍の

停止の目的でATPを静注したところ，心房細動が生

じたとの報告もある26｝．

　adenosineは活動電位の持続時間を短縮し，膜の過

分極を心房筋で生じるとされる27）．ATPは分解して

adenosineとなり，この作用を呈すると考えられる．た

だ，今回の検討で明らかなように，dibutyryl　cyclic

AMPは作用時間が長く，一度心房細動になると容易

に洞調律に復帰しない可能性がある．今後は検査の安

全性を考慮し，作用時間の短いATPないしは
adenosineの静注で同じ様な検討をする必要がある．

　Wellensらはajmalineやprocainamideなどの

Vaughan　Williams　Ia群の薬剤を静注することによ

りデルタ波が消失するか否かで副伝導路有効不応期の

短い症例が選択可能であると報告した28）29）．すなわち，

procainamideに関しては10mg／kgを5分以上かけて

静注し，デルタ波が消失するかどうかを観察したとこ

ろ，副伝導路有効不応期が270msec以上の20例中19例

ではデルタ波の消失を見たのに対し，副伝導路有効不

応期が260msec以下の症例では19例中18例にデルタ

波が残った．それに，procainamide静注後にデルタ波

が消失する場合は，心房細動発生時にrapid
ventricular　responseを起こしにくい低リスク群であ

るとした29）．また，最近Chimientiらは，成人の症例で

1分間10mgの速度で100mgのajmalineを静注し，デ

ルタ波が消失した時点での投与量と副伝導路有効不応

期が相関すると報告している3°）．

　しかしながら，Vaughan　Williams　la群の薬剤によ

る静注テストでは副伝導路の伝導特性の評価は充分で

ないとの意見もあり6）31），議論の分れるところであっ

た．Sharmaら7）はこのような非観血的に副伝導路特性

を知る検査法を組み合わせることによって，高リスク

群を選択する特異性を高めることができると報告して

いる．我々の検討でも一つの検査法だけではリスクの

評価に問題があると思われる．今回の検討では

procainamideを静注し，デルタ波が消失した時点で

の静注量から副伝導路不応性を推定し，ひいては

WPW症候群のリスクを評価することは困難である

と考えられた．この理由として種々のことが上げられ

る，まず，1．経食道法と観血的な電気生理学的検査の

2つの方法を同様に取り扱っていること，2．

procainamideの血中濃度はその静注量と線形回帰し

たが，心筋内濃度ないしは副伝導路内濃度が反映され

ていない可能性があること，3．procainamideの作用
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機転や代謝過程が成人とは異なる可能性があること，

4．副伝導路が複数存在する可能性があること，5．心

房筋不応期がprocainamideにより延長して副伝導路

不応期の測定を不可能にしていること，6．副伝導路形

成する細胞自体の電気生理学的特性や薬剤感受性が成

人と異なることなどの原因が考えられる．厳密には副

伝導路特性は副伝導路の存在部位に近いところから刺

激して評価すべきである．しかし現実には心腔内電気

生理学的検査を施行するときに副伝導路の存在部位を

ピンポイントで明確にすることは容易でない．経食道

心房ペーシソグ法でも観血的電気生理学的検査による

刺激伝導系の指標はほぼ同一の結果が得られ32），副伝

導路不応性に関しても同様であることから，方法によ

る差はほとんどないと考えられる．しかし，心房筋に

病変があり，この部位で伝導遅延があるような症例で

は経食道心房ペーシングにおける評価法には注意が必

要かも知れない．小児においては心房の病変が考えら

れるのは先天性心疾患を合併しないかぎり極めて稀で

ある．

　いずれにせよ，小児においてはprocainamideの静

注量から副伝導路の不応性を推定し，高リスク群の選

択を行なうことには限界がある．今後は小児における

WPW症候群の安全で確実なリスク評価法を決定す

る必要がある．

　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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Electrophysiologic　Properties　of　Accessory　Pathway　in　Infants　and

　　　　　　　　Children　with　Wolff－Parkinson・White　Syndrome

　　2，　Atrial　Vulnerability　and　Identification　of　High　Risk　Group

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Fujiseki

Department　of　Pediatrics，　Shiga　University　of　Medical　Science

　　　　To　identify　the　potential　high　risk　group　to　sudden　death　in　infants　and　children　with　Wolff・

Parkinson－White　syndrome，　atrial　vulnerability　was　assessed　and　procainamide　infusion　test　was

performed．

　　　　Electrophysiologic　parameters　of　atrial　vulnerability（repetitive　atrial　firing　zone，　fragmented

activity　zone，　conduction　delay　zone，　atrial　refractoriness，　maximal　atrial　latency　and　maximal　atrial

fragmentation）was　compared　in　19　patients　with　WPW　syndrome　and　26　patients　without　atrial

overload．　In　every　parameters，　no　significant　difference　was　observed　between　two　groups．

　　　　Procainamide　was　infused　intravenously　in　the　dosage　of　1．O　mg／kg／minutes　until　delta　wave　was

disappeared（maximum　dose　15mg／kg）in　20　patients　with　manifest　WPW　syndrome．　This　resulted　in

loss　of　the　delta　wave　in　16　patients．　Loss　of　the　delta　wave，　however，　was　not　related　to　the

refractoriness　of　accessory　pathway．　Blood　level　of　procainamide　at　the　time　of　loss　of　preexcitation

was　related　to　the　refractoriness　of　accessory　pathway．
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