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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　集団心臓検診の際に記録された心電図の異常を主訴に受診し，早期興奮症候群またはその疑いとされ

た38例に対し，経食道心房ペーシング法による電気生理学的検査を行い以下の結果を得た．尚，fas－

ciculoventricular　connection（FVC）の診断基準は，①心房早期刺激により，　PQ間隔が0．02秒以上延

長しても，QRS波形が変化しないこと，かつ，②プロカインアミドの静注によりQRS波の正常化が見

られるか，心房早期刺激によりQRS波の正常化が見られること，の2点である．①FVCと診断できた

症例は6例（16％）であった．②FVC診断の6例では頻拍発作は誘発されず，心房受攻性を認めなかっ

た．③Enhanced　AV　nodal　conductionは見られなかった．④FVCの特徴的心電図は左側胸部誘導で

小さなδ波を有しPQ間隔は正常下限でPQ　segmentに水平な部分を有し，　V1でQ波を示すものが多

かったが，WPW症候群type　Cや正常心電図と紛らわしいものもあった．⑤経食道心房ペーシング法に

よりWPW症候群とFVCを非観血的に鑑別でき，学校生活管理指導や，予後判定上有用であった．

　　　　　　　　　緒　　言

　早期興奮症候群は頻拍発作や致死的不整脈をもたら

し得る疾患群である1）’－8）．学校心臓検診にて発見され

た早期興奮症候群症例の管理指導は，頻拍発作の既往

の有無と運動負荷による不整脈の誘発の有無，基礎心

疾患の有無等よりなされているのが現状であるが，他

の伝導異常を伴わないfasciculoventricular　connec，

tion（FVC）は頻拍発作や突然死の原因とはならず，

運動制限や突然死に対する危惧は不要と考えられる．

しかし従来，FVCの診断は侵襲的電気生理的検査を必

要とし，FVCの頻度は高いものではないとされてき

た9）一“16）．我々は経食道心房ペーシング法（以下食道

ペーシング法）により，WPW症候群のマス・スクリー
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ニングを行っているが，食道ペーシング法を用いるこ

とにより非侵襲的にFVCを診断することができ，学

校生活管理指導が予後判定上の根拠として有用であっ

たので報告する．

　　　　　　　　対象並びに方法

　対象は，心電図異常のため外来を受診した者のうち，

QRS波初期成分に明らかなδ波またはδ波様の成分

を有し，早期心室興奮症候群またはその疑いの38例で，

年齢は7歳より21歳である．全例，心断層エコー，カ

ラー・ドップラー法により器質的心疾患は否定された．

本人並びに両親に，WPW症候群の自然予後と食道

ペーシングによる検査の目的と不整脈誘発の危険性を

説明し，同意の得られた上で以下の検査を行った．喉

頭，咽頭をリドカインスプレーにて局所麻酔し，必要

に応じてジアゼパム10mgまでの静注を併用し，食道

ペーシング用カテーテル（Medicoitalia社製4極力
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テーテル電極間距離23mm）を経口的に挿入した．心房

期外刺激法は，基本周期600msecで3拍の心房刺激

後，心房期外刺激を10msecずつ短縮しながら加えた．

心房高頻度刺激法は，2～5秒間の心房刺激を100bpm

より行い，房室結節のWenckebach　rate又は副伝導

路の伝導がブロックされるまで10bpmずつ増加した．

PQ間隔が延長し，かつQRS波形が変化しなかった症

例（WPW症候群の否定できた症例）に対し，体表面

心電図（25mm／秒，1，　II，　aVF，　V1，　V5及び食道誘

導）をとりながらプロカイソアミド10mg／kg（最大400

mg）を5分間で希釈静注した．

　食道ペーシング法により以下の①かつ②a，又は，①

かつ②bのときFVCと診断した，①心房早期刺激に

よりPQ間隔が0．02秒以上延長し，かつQRS波形が

不変であること．②a，プロカインアミドの静注により

突然のQRS波の正常化が見られること，②b，心房早

Fasciculoventricular　Connection Y．O．15Y　male

TEAP　　　PAC　BCL：600msec

織÷欝竿
叫人1］い酬ト」区
図1　食道ペーシングによる心房早期刺激．SIS2を

　380msecより370msecに短縮すると，　PQ間隔は
　0．12秒より0．26秒に延長するが，QRS波形は変化し

　ない，

日小循誌　7（2），1991

期刺激にてQRS波の突然の正常化が見られること．

　　　　　　　　　　結　　果

　心房早期刺激により，PQ間隔が延長し，かつQRS

波が不変であったものは，38例中8例であった．この

8例に対し，プロカインアミドを静注し，QRS波の突

然の正常化を6例に認め，2例ではQRS波形は不変

であった．

　図1に心房早期刺激によるPQ間隔の延長を示す．

この症例では，V1にQ波を認め，左胸部誘導にδ波が

みられ，検査前の診断はWPW症候群であった．心房

期外刺激を380msecより370msecに短縮すると，　PQ

間隔は0．12秒より0．26秒に延長したがQRS波形は変

化しなかった．図2は心房高頻度刺激法である．150

bpmにて房室結節のWenckebach　rateとなり，PQ間

隔は次第に延長，心室波の脱落を見たが，QRS波型は

変化しなかった．以上よりV1のQ波の原因として，

Kent束や，　nodoventricular　Mahaim束は否定でき

た．この症例にプロカインアミド150mgを静注したと

ころ，V1のQ波，　V5の6波が消失し，　V5にQ波が出

現した（図3上段）．PQ間隔はO．03秒延長し，　QRS間

隔は0．12秒より0．10秒に短縮した（QRS波の正常化）．

以上よりこの症例は，先に示した診断基準の①と②a

を満たし，FVCと診断した．

　同様に，食道ペーシング法とプロカインアミドの静

注によりFVCと診断された6例の代表的心電図を図

3に示す．V1のQRS波の形には，3つのパターンが

あった．図1の症例のように，V1がQSまたはQrパ

ターンでWPW症候群type　Cと思われた症例が2

例，V1に小さなQ波を認める症例が3例，　V3に僅かな

Fasciculoventricular　connection

TEAP　　burst　stimulation

140bpm 150bpm

りVロV

V5

図2　食道ペーシングによる心房高頻度刺激．Wenckebach　rate　150／分，　PQ間隔は

　徐々に延長するが，QRS波形は変化しない．
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図3　Fasciculoventricular　connectionの代表的心

　電図．Procainamide静注前後の変化．

δ波を認めV5～6にQ波を認めず，　V1のR波の減高

を見たものが1例であった．

　以上，FVC症例の心電図上の特徴は，　II・III・aVF・

左側胸部誘導に小さな陽性δ波，V1に陰性δ波を有

し，PQ間隔は正常または正常下限を示し，　PQ　seg・

mentに水平部分を有することであった．

　表1はFVCと診断できた6例と，診断基準①を満

たしながら②を満たさなかった2例のまとめである．

QRS波の正常化に要したプPカインアミドは，
150～400mgであった．　PQ間隔は0．01～0．03sec延長

し，QRS間隔は，0．01～0．02sec短縮した．全例頻拍

発作を疑わせる症状はなく，食道ペーシング法により，

頻拍発作や，心房細動は誘発されなかった．房室伝導

に関しては，enhanced　AV　nodal　conductionは1例

も見られなかったが，dual　AV　nodal　coductionを2

例に認めた．

　ベクトル心電図では，FVCと診断された6例中5例

はQRS環の初期成分に10msec以上の刻時点の密集

を認め，10msec時の水平面ベクトルは一10度から一

40度の方向にあった（表2）．FVCと診断できなかった

症例のうちY．S．は，刻時点の密集を認めず水平面最大

QRSベクトルは一67度であり，立位心で時計方向の回

転であった．他の1例は，刻時点の密集を認め，10msec

のベクトルは＋22度であった．

　　　　　　　　　　考　　案

　食道ペーシング法は食道に接する左心房を電気刺激

表1　食道ペーシソグによりPQ間隔の延長のみられた8例，下段の2例はFVC

　と診断できなかった症例

Case 年齢・性 診断 PA PQ QRS SVT EAVNC AV

NS 14男 FVC 200 0．14→0．15 0．09→0．08 一 一 一

TC 17男 FVC 300 0．12→0．14 0．11→0．09 一 一 一

YO 15男 FVC 150 0．12→0．15 0．12→0．10 一 一 一

JK 15女 FVC 400 0．12→0．15 0．09→0．07 一 一 一

AM 16男 FVC 300 0．12→0．14 0．10→0．08 一 一 一

HM 17男 FVC 200 0．14→0．16 0．10→0，08 一 一 一

YS 22男 QVl 一
0．16 0．08 一 一 一

EC 13女 QVl 一
0．12 0．10 一

十
一

FVC：fasciculoventricular　connection　PA：QRSの正常化に要したプロカインアミド

（mg）PQ：PA静注前後のPQ間隔の変化（秒）QRS：PA静注前後のQRS間隔の変
化（秒）

戦輪｛蕊二㌔⇒ωあり・なし
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表2　ベクトル心電図所見

Case
水平面 前額面 左矢状面

回転 Vlo Vmax 回転 V、o Vmax 回転 Vlo Vmax
LD．

NS CC 一
10

一
12 CC 十14 十42 CC 十105 十76 十

TC CC 一 40 ヰ10 CC ±0 十45 CC 十83 十102 十

YO 8
一

12 十22 C 十25 十53 8 十98 十102 十

JK CC 一　4 一 60 C 十80 一
33 CC 十175 十74 十

AM CC 一
13 十11 8 十28 十38 CC 十180 十105 十

HM CC 十125 十38 CC 十150 十8 C 十154 十165 一

YS CC 十25 一 67 8 ±0 十68 CC 十85 十52 一

EC CC 十22 一
21 C 一 65 十56 CC 一 80 十76 十

Vl。　：QRS環の初期10msecのベクトルの方向

Vmax：QRS環の最大ベクトルの方向

ID　　：QRS環初期成分における刻時点の密集

C　　　時計方向回転　　CC：反時計方向回転

（十）あり，（一）なし

8：8の字回転

により脱分極させる方法である．従って左側に副伝導

路を有するtype　AのWPW症候群においては，副伝

導路の近傍で刺激が発生することになり，洞調律時に

比し副伝導路を介する心室脱分極の割合が増加し，δ

波が著明となる（図4上段）．反対にtype　B　WPW症

候群では，δ波が不明瞭になる（図4下段）．一方，

Mahaim束のみを有する場合，刺激伝導はすべて房室

結節を介する．早期心房刺激を加えた場合，

nodoventricular　connection（NVC）では房室結節内

type　A

type　B

諦
酬

aVF

酬）
V‘

V5

図4　WPW症候群．洞調律時（左）と食道ペーシン

　グ時（右）のQRS波形の変化，

の伝導遅延により，δ波成分が増加する（図5上段）が，

fasciculoventircular　connection（FVC）では，伝導遅

延部位は副伝導路の起始部よりも上方であるため，心

室内伝導様式は変化しない（図5中段，下段）．すなわ

NVC

FVC

BCI． PAC

v‘

V5

図5　心房早期収縮（PAC）によるnodoventricular

　connection（NVC）とFVCの鑑別．　PACによる房

　室結節内伝導遅延の結果，NVCでは副伝導路を介

　する心室脱分極の割合が増加するが，FVCでは脱分

　極過程は変化せず，QRS波形も不変である．
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ち，PQ間隔は延長するがQRS波形は変化しない．今

回の報告例は全て無症候性であり，心腔内心電図は施

行せず，HV時間の短縮は証明されていない．しかし上

記の心房早期刺激による体表面心電図変化は，NVC，

FVCの侵襲的電気生理学的検査による心房早期刺激

時の心電図変化として報告されている1°）15）16）．理論上，

slow　Kent束が存在する場合，房室結節と同じ割合で

伝導遅延が起こればPQ間隔は延長しQRS波型は変

化しない．しかし，食道ペーシングにより刺激発生部

位が洞房結節より左房側に移行するため，房室結節と

slow　Kentを介する伝導の融合波形が変化し，　FVCと

は鑑別可能である．

　無治療WPW症候群の突然死の危険性は1人／
1，000人／年と報告されている17）．この確率は日本にお

ける交通事故死の確率（約1人／1万人／年）の10倍に

相当する．事故を起こしやすいhigh　riskのドライ

・ミーには注意を喚起すべきである．Near　missを起こ

したWPW症候群症例の多くは，副伝導路を介する

QRS波の最小RR間隔が250msec以下であり，このよ

うなhigh　risk症例は全WPW症候群症例中17％と言

われている18）．逆に副伝導路を介するQRS波の最小

RR間隔が270msec以上の症例は突然死の危険がない

とされている19）．外来ででき，侵襲のより少ないKent

束の伝導能の測定法として，我々は食道ペーシング法

を無症候性WPW症候群症例に施行している．他の伝

導異常を伴わないFVCは，脚枝一FVC一心室筋一脚

枝のループの中に，伝導遅延部位を有さないためre－

entry性頻拍の原因とはならず，また，心房細動時にも

房室伝導は全て房室結節を介するため，突然死や頻拍

発作の原因とはならない．FVCは早期興奮症候群のう

ち予後の良好な疾患単位と考えられる．早期興奮症候

群よりFVCを非侵襲的に外来検査で鑑別すること

は，生活指導上の根拠として有用なことと言える．従

来FVCの診断は，侵襲的電気生理学的検査により行

われ，1．心室早期興奮の証明と，2．副伝導路が房室

結節よりも下方に起始することの証明の，2点よりな

されていたが，上記のように食道ペーシング法を用い

ることにより，非侵襲的にこの2点の証明は可能であ

る．即ち，診断基準の②（プロカインアミドの静注に

よるQRS波の正常化，または心房早期刺激による

QRS波の正常化）により，心室早期興奮の存在を証明

し，診断基準の①（心房早期刺激によりPQ間隔が延長

したときQRS波形が変化しないこと）により，早期興

奮の伝導路が房室結節よりも末梢にあることを明らか

に出来る．プロカインアミドによる波形変化は，PQ間

隔の延長とQRS間隔の短縮を伴っており，心室内伝

Fasciculoventricular　connection
T．C．17Y　male

Bruce　protocol Procainamide　300mg

aVF
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導遅延によるものではなく，異常な初期ベクトルの消

失と考えられる2°）～22）．このことは，図6に示すように

運動負荷にて心拍数の上昇に伴い，QRS波の突然の正

常化を見たが，この波形はプロカインアミドの投与後

の正常化したQRS波と同一のものであったことから

も推測された．

　また，プロカインアミドにて波形変化の見られな

かった症例が2例あった（EC，　YS）．図7に示した症

例ECは，　QRS波の初期にδ波と思われる成分を有す

る．食道ペーシング法にてQRS波の変化を伴わない

PQ間隔の延長を見たが，プロカインアミドを静注し

てもδ波様成分の消失を見なかった．プロカイソァミ

ドで伝導を遮断されない伝導能の良好なFVCの存在

は否定できない2°）．尚，この症例は，enhanced　AV

nodal　conductionを有したため，突然死の危険性も否

定できなかった．他の症例YSは立位心，長軸の回りの

時計方向回転の症例であるが，左側胸部誘導にδ波を

認めず，ベクトル心電図上もQRS環の初期成分に刻

時点の密集を認めず，副伝導路の存在する可能性は少

ないと思われる．　Septal　branch　blockの可能性も考え

E．C．13Y　female

1」一．・V」L、V＿th－・V　Vl

、一」Jv2 」
　　　　1

｜
「

HI⊥L　　　　　　　　　　∋匹．PtPt

av・
　mw　・・　JIL／Jwh

aV．　一一一L－・L－－」L7L－一一一一v・　・，　”し⊥

≡しか＿見㌦
図7　症例EC．　FVCの疑いの例．　Procainamide静

　注によるQRS波の正常化を認めなかったため，

　FVCと診断できなかった．
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られる23）”“26）．

　FVCによる心室脱分極は，　V　1において陰性方向を

示したが，これは副伝導路が心室中隔右室側に挿入し

たためと考えられる．今後左室側に挿入する症例が発

見されると思うが，そのような症例ではδ波が小さく

正常心電図と区別できないかも知れない．

　FVCと診断された6例は全例，心房細動，粗動や

repetitive　atrial　responseを誘発できず，心房受攻性

はないと判断した．また，enhanced　AV　nodal　conduc－

tionも認めず，このようなFVCは突然死の危険性は

なく，正常心と同等の管理指導で十分である．現在，

high　risk　WPW症候群の指標としては，心房細動時の

副伝導路を介するQRS波の最小RR間隔のみが臨床

的評価を得ているに過ぎない．幸いなことに小児期に

は，心房細動は稀であり，小児WPW症候群症例の突

然死の報告も極めて少ない．一方，WPW症候群の突

然死は青壮年期に頻度が高くなると言われている．早

期心室興奮症候群またはその疑いとされた38例のうち

8例が食道ペーシング法によりWPW症候群を否定

され，そのうち6例（16％）がFVCと診断できたこと

は，長期的予後判定や学校生活管理指導上の根拠とし

て有用であると考えられたので報告した．

　　　　　　　　　　結　　語

　Fasciculoventricular　connection診断に於ける経

食道ペーシング法の有用性と限界を示し，FVCの特徴

的心電図所見について報告した．FVCは稀なものでは

なく，無症候性早期興奮症候群よりFVCを鑑別する

ことは，予後判定や生活指導上有用なことであると考

えた．

　本論文は，第17回東北小児循環器研究会（昭和63年，仙

台），第53回日本循環器学会総会学術集会（平成1年，名古

屋）における報告の総括である．

　稿を終えるにあたり，御指導，御校閲下さいました横浜市

立大学小児科，新村一郎先生に深謝致します．
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Noninvasive　Diagnosis　of　Fasciculoventricular　Connection　by

　　　　　　　　　　Using　Transesophageal　Atrial　Pacing

　　　　　　Kazuhiro　Mashimo，　Tsukasa　Kawamura　and　Morio　Shoda＊

Department　of　Pediatric　Cardiology，＊Department　of　Cardiology，　The　Cardiovasculatr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Center　of　Sendai，　Miyagi，　Japan

　　　Fasciculoventricular　connection（FVC）has　been　conventionally　diagnosed　by　invasive　electro－

physiologic　study．　However，　we　diagnosed　FVC　noninvasively　in　six　patients　by　transesophageal　atrial

pacing（TEAP）according　to　the　following　two　criteria．　Those　were（1）prolongation　of　PQ　interval

without　deformation　of　QRS　wave　by　premature　atrial　stimulation（PSA），　which　indicated　infranodal

accessory　pathway，　and（2）normali2ation　of　QRS　wave　by　intravenous　injection　of　procainamide　or

PAS，　which　showed　existence　of　preexitation．　We　examined　38　patients（aged　7～21　years）who

consulted　our　clinic　under　the　diagnosis　or　suspection　of　asymptomatic　Wolff・Parkinson－White

syndrome．　Eight　of　them　met　the　first　critera．　Six　of　the　8　patients　further　fuliled　the　second　criteria．

As　a　result，　six　patients　were　diagnosed　as　FVC（16％）．　All　6　patients　did　not　demonstrate　enhanced　AV

nodal　conduction　and　atrial　vulneravility．　Typical　ECG　findings　of　FVC　were　delta　waves　or　slurs　in　II，

III，　aVF　and　left　precordial　leads　and　Q　waves　in　V1．　Intravenous　injection　of　procainamide（150～400

mg）shortened　the　QRS　duration　by　O．01～0．02　sec　and　prolonged　PQ　interval　by　O．01～0．03　sec．　In

conclusion，　TEAP　is　a　usefull　noninvasive　method　in　the　assessment　of　patients　with　preexitation

syndrome．
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