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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　先天性心疾患の術後症例の水泳中・潜水中の心拍数変化と出現する不整脈を明らかにするため，52例

に水中心電図を記録した．われわれが以前に報告した健康な中学1年生40例の水中心電図の成績と比較

検討した．また，同時にホルター心電図・トレッドミル負荷試験・顔面浸水などの陸上でできる検査を

施行し，水中での心拍数変化と不整脈の出現をどこまで予測できるかという点についても検討した．

　1．潜水：潜水中の心拍数の減少は健常児と同様のパターンを示したが，心拍数の減少率は健常児の方

が大きかった．不整脈の出現率は健常児と差はなかったが，術後例の方がより重症度の高い不整脈が出

現した．

　2．水泳：水泳中の心拍数変化は，トレッドミル負荷試験のDash法に近い変化を示した．不整脈の出

現率は術後例の方が有意に高く，重症度も高かった．

　3．スクリーニング法：陸上の検査で検出できなかった不整脈が潜水中に3例，水泳中に4例みられた

が，重症度は低いか，または陸上の検査でみられた不整脈と同種の不整脈であり予測はほぼ可能であっ

た．

　不整脈の保有率が高い先天性心疾患術後患児は，水泳中・潜水中でも健常児に比べ重症度の高い不整

脈がみられたが，ホルター心電図・トレッドミル負荷試験・顔面浸水法でその不整脈の出現はほぼ予測

可能であり有用なスクリーニング法と思われた．

　　　　　　　　　はじめに

　小児循環器学，小児心臓外科学の発達とともに，多

くの先天性心疾患の心内修復術が可能となった．現在

では，先天性心疾患術後の患児にとって術後のQuaL

ity　of　lifeが重要な問題となってきている．小児の心身

の発達には運動はきわめて重要であるが，術後症例に

どのような運動をどの程度許可するか判断に迷う場合

がある．特に，水泳は水中という特殊な環境での運動

であり，潜水性徐脈や不整脈の出現することが報告さ
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れている1ト5）．先天性心疾患術後患児の水中での心拍

数変化や出現する不整脈についてはほとんど検討され

ていない，本稿では，先天性心疾患術後患児の水中心

電図と，以前われわれが報告した健常児の成績4）と比

較検討した．また，ホルター心電図（以下ホルター），

トレッドミル負荷試験（以下トレッドミル），顔面浸水

法など陸上でできる検査で潜水中，水泳中の心拍数変

化や出現し得る不整脈をどの程度予測できるかについ

ても検討した．

　　　　　　　　　対　　象

　心内修復術を施行した先天性心疾患児52例（以下術

後例）を対象とした．先天性心疾患の内訳は表1に示
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表1　対象：先天性心疾患52例の内訳と手術術式

基礎心疾患 例数 術　　　式

フアロー四徴症 23 心内修復術

完全大血管転位症 5 Mustard手術3

Senning手術2
心室中隔欠損症・肺高血圧症 4 心内修復術

心室中隔欠損症（1） 3 心内修復術

心内膜床欠損症 3 心内修復術（僧帽弁置換　1）

心房中隔欠損症 3 心内修復術

両大血管右室起始症・肺動脈狭窄症 2 Rastelli手術

大動脈縮窄症・心室中隔欠損症 2 縮窄解除・心内修復術

両大1血管右室起始症・動脈管開存症 1 心内修復術

右室二腔症 1 心内修復術

心室中隔欠損症・僧帽弁閉鎖不全症 1 心内修復術・僧帽弁置換

総肺静脈還流異常症 1 心内修復術

肺動脈閉鎖症 1 Brock手術＋Potts手術

純型肺動脈狭窄症 1 弁切開術

動脈管開存症・肺高血圧症 1 結紮術

合　　　計 52例

すように，ファロー四徴症23例，心室中隔欠損症群7

例，完全大血管転位症5例，心内膜床欠損症3例，心

房中隔欠損症3例，両大血管右室起始症＋肺動脈狭窄

症2例，大動脈縮窄症＋心室中隔欠損症2例，その他

7例であった．男児27例，女児25例，平均年齢は，10．9±

3．2歳，術後経過年数は，平均7．3±3．4年であった．術

後心臓カテーテル検査または心エコーによる評価で

は，術後右室圧（完全大血管転位症は肺動脈心室圧）

が50mmHg以上のものはファP一四徴症6例，肺動脈

閉鎖症，両大血管右室起始症＋肺動脈狭窄症各1例で，

他の症例は右室圧は50mmHg以下であった．全例，術

後経過は順調で，心不全，チアノーゼを有する症例は

なく，ほぼ正常の日常生活を送っていた．また，別に

われわれがおこなった健康中学1年生40例の水中心電

図4）（水泳・潜水：各40例，常温水顔面浸水：21例，冷

水顔面浸水は行わず）を正常対照として比較検討した．

　　　　　　　　　　方　　法

　これまで，われわれが行ってきた方法に準じて，1．

安静立位1分間，2．全身シャワー，3．常温水顔面浸

水（水温26°～29°で可能な限り長時間），4．冷水顔面浸

水（水温5°～7°で可能な限り長時間），5．ジョギング

（プール1周約80m），6．潜水（プール内で頭を完全に

水没させ，可能な限り長時間），7．飛び込み（できる

ものだけ），8．水泳（クロール，平泳ぎ，またはバタ

足で泳げるだけ），9．潜水，10．常温水顔面浸水，11．

冷水顔面浸水，12．安静立位1分間，の順で行った．

記録は，フクダ電子社製テレメーター用送信機ST－19

型と同社製テレメーター監視装置DS－502型を使用し，

リアルタイムに記録した．心拍数は連続3心拍の平均

を用いた．誘導は，P波の確認に有用なNASA誘導を

用いた．ホルター，トレッドミルは，ほぼ同時期に施

行した．統計処理は，平均値の検定はt検定，比率の検

定はX2検定またe＊　Fisherの直接確率計算法を用い，

p〈O．05を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．心拍数変化

　1．潜水：潜水最大時間の平均は健常児，術後例とも

差はなかったが，breaking　pointにおける最小心拍数

率（潜水時最小心拍数の潜水直前の心拍数に対する％）

は健常児の方が有意に小さかった（p＜O．Ol）（表2），

潜水中の徐脈化のパターンは健常児・術後例とも同様

であり，潜水直後から心拍数は減少し始め，Breaking

表2　健常児と術後例の潜水・顔面浸水（常温水）最大

　時間と最小心拍数率

健常児 術後例 有意差

潜　水
最大時間（秒）

最小心拍数率
　　（％）

14．3±6．2

50．5±9．6

　n＝40

142±5．5

60．0±10．8

　n＝51

　なし

p〈0．01

顔面潜水
（常温水）

最大時間（秒）

最小心拍数率
　　（％）

16．4±7．7

47．2±12．1

　n＝21

21．1±10．8

632±11．4
　n＝52

p＜0．05

p＜0．01
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　図1　潜水時の心拍数変化（図中の数値は，平均

　　値（％）±標準偏差（％））．縦軸は潜水直前の心

　　拍数との比（％）．
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図2　顔面浸水時（常温水）の心拍数変化（図中

　の数値は，平均値（％）±標準偏差（％））．縦軸

　は顔面浸水直前の心拍数との比（％）．

pointで心拍数は最小となり，潜水中止とともに徐々

に増加に転じた（図1）．

　2．顔面浸水（常温水）：健常児の21例に常温水顔面

浸水を施行した．顔面浸水最大時間は，健常児より術

後例のほうが有意に長かったが（p＜0．05），最小心拍

数率は逆に健常児の方が有意に小さかった（p〈0．01）

（表2）．徐脈化のパターンは，健常児では潜水中と同

様に，顔面浸水直後より減少し始め，Breaking　point

では顔面浸水直前の心拍数の47％まで減少し，その後

は増加に転じた．術後例では，健常児に較べ心拍数の

減少の程度は緩やかで，顔面浸水10秒後，Breaking

point，潜水中止直後とも術後例の方が，有意に軽度で

あった（図2）．

　3．顔面浸水（常温水と冷水の比較）：術後例では常

温水に加え冷水での顔面浸水も行った．常温水での顔

面浸水最大時間は，冷水より有意に長かったが（p＜
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　図3　術後例における常温水と冷水による顔面浸

　　水の心拍数変化（図中の数値は，平均値（％）±

　　標準偏差（％））．

　　顔面浸水最大時間（秒）（平均値±標準偏差）
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図4　術後例の各種運動負荷による心拍数の変化

0．05），心拍数の減少は冷水の方が高度で，Breaking

pointでは最小心拍数率は冷水の方が有意に小さかっ

た（p〈0．05）（図3）．

　4．水泳：術後例52例のうち，25m以上を比較的上

手に泳ぐことのできた28例について，水泳中の平均心

拍数の変化を，ほぼ同時期に施行したトレッドミルの

Bruce法とDash法（急速負荷法）と比較した．水泳中

の心拍数変化は，水泳開始直後より急激に増加し始め，

トレッドミルのBruce法よりもDash法に近い上昇

ヵ一ブを描いた．また，トレッドミルに較べ，水泳で

は25～50mを比較的短時間で泳いでしまうため，最大

心拍数はトレッドミルのほうが多かった（図4）．

Presented by Medical*Online



平成6年2月1日 555－（45）

表3　術後例と健常児において各種検査法で出現した不整脈

ホルター トレッド 潜 水 顔面浸水 水 泳

ミル

術後例 術後例 術後例 健常児 術後例 健常児 術後例 健常児
（n＝52） （n＝52） （n＝51） （nニ40） （n＝52） （n＝21） （n＝52） （n＝40）

正常洞調律例 10（19％） 32（62％） 26（51％） 23（58％） 30（58％） 15（71％） 33（63％） 39（98％）

不整脈出現症例 42（81％） 20（38％） 25（49％） 17（42％） 22（42％） 6（29％） 19（37％） 1（2％）

孤立性単形性心室性期外収縮 35（67％） 15（31％） 20（39％） 8（20％） 22（42％） 2（10％） 19（37％） 1（2％）

多形性心室性期外収縮 1（2％） 0 2（4％） 0 4（8％） 0 0 0

2連発心室性期外収縮 6（12％） 0 2（4％） 1（3％） 1（2％） 0 2（4％） 0

心　室　性　頻　拍 1（2％） 0 1（2％） 0 1（2％） 0 1（2％） 0

上室性期外収縮 28（54％） 5（10％） 6（12％） 7（18％） 4（8％） 3（14％） 3（6％） 0

卜II度房室ブロック 8（15％） 2（4％） 2（4％） 4（10％） 3（6％） 2（10％） 0 0

III度房室ブロック 1（2％） 1（2％） 1（2％） 0 1（2％） 0 1（2％） 0

接　合　部　調　律 3（6％） 2（4％） 5（10％） 2（5％） 11（21％） 2（10％） 0 0

心　　室　　調　　律 0 0 1（2％） 0 2（4％） 0 0 0

　II．不整脈の出現

　術後例と健常児の各種検査法によって出現した不整

脈の頻度とその内容を表3に示した．術後例のうち，

ホルター・トレッドミルともに不整脈を認めず正常洞

調律であったのは8例（15％）だけで，そのうち6例

（12％）は顔面浸水・水泳・潜水でも洞性徐脈以外の不

整脈を認めなかった．健常児では，顔面浸水・水泳・

潜水で不整脈を認めなかったものは19例（48％）であっ

た．

　1．潜水：潜水中の不整脈の出現率は，ホルター，ト

レッドミルなどでは，もともと術後例の方が不整脈の

保有率が高いにもかかわらず，術後例51例中25例

（49％），健常児40例中17例（42％）と有意差はなかっ

た．しかし，術後例のほうが，多形性の心室性期外収

縮（以下VPC）2例，2連発VPC　2例，心室性頻拍

（以下VT）1例とより重症度の高い不整脈が出現した

（表3）．

　2．顔面浸水（常温水）：健常児21例との比較では，

不整脈の出現率は術後例，健常児とも有意差を認めな

かった．不整脈の内容は，多形性VPC　4例，2連発

VPC　1例，　VT　1例，と重症度は術後例の方が高かっ

た（表3）．

　3．水泳：水泳中の不整脈の出現率は，術後例52例中

19例（37％）で，健常児40例中1例（2，5％）に較べ有

意に高率であった．出現した不整脈は，健常児では

VPC　1例を認めただけであったが，術後例ではVPC

l9例（37％），2連発VPC　2例（4％），　VT　1例（2％）

と出現率，重症度とも高度であった（表3）．

　III．陸上の検査との比較

　術後例では健常児に較べ，陸上においても不整脈を

有する率は高く，ホルターでは81％という高率で何ら

かの不整脈を有していた（表3）．術後例について陸上

の検査でどの程度，潜水中，水泳中の不整脈を予測で

きるか検討した．

　1．潜水と顔面浸水（常温水または冷水）：顔面浸水

の潜水に対する不整脈の出現頻度は鋭敏度72．0％，特

異度88．5％，予測値85．7％，正確度80．4％であった（表

4）．不整脈の重症度は顔面浸水にホルターの結果を加

え比較した．ホルター・顔面浸水の陸上の検査に対し

て，潜水で不整脈が不変であった症例が48例（94．1％）

と大部分をしめた．ホルター・顔面浸水でみられなかっ

た不整脈が出現した症例または重症度が高くなった症

例が3例（上室性期外収縮→VPC：1例，単形性VPC

→多形性VPC：1例，単形性VPC→多形性VPC＋
2連発VPC：1例）あった（表5）．

　2．水泳とトレッドミル：水泳とトレッドミルにお

ける不整脈の出現頻度を比較した．鋭敏度は84．2％，

特異度87．9％，予測値80．0％，正確度86．5％と良好で

表4　術後例における不整脈の出現頻度のスクリーニ

　ング法の検討

潜　　水 水　　泳
n＝51

十 一

nニ52
十 一

顔面浸水

（常温水

または冷水）

十

一

18

7
3
2
3

トレッド

　ミル

十
一

16

3
4
2
9＋：各負荷により不整脈が出現した例

一 ：各負荷により不整脈が出現しなかった例
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表5　不整脈の重症度の陸上の検査との比較

ホルター ホルター
顔面浸水→潜水 トレッドミル→水泳

（n＝51） （n＝52）

不　変 48（94％） 48（92％）

新たに 3（6％） 4（8％）

出現 SVPC→VPC　　　　1 SVPC→VPC　　1
または VPC　→多形性VPC　1 VPC　→CPLT　2
悪化 VPC　→多形性VPC CPLT→VT　　1

十

CPLT　　　1

SVPC：上室性期外収縮VPC：心室性期外収縮
CPLT：2連発　VT：心室性頻拍

顔面浸水ぱ常温水または冷水

あった（表4）．次に，出現した不整脈の重症度を比較

すると，ホルター・トレッドミルの陸上の検査に対し，

不変であった症例が48例（92．3％），新たな不整脈が出

現した症例または重症度が高くなった症例が4例（上

室性期外収縮→VPC：1例，単形性VPC→2連発

VPC：2例，2連発VPC→VT：1例）あった（表
5）．

　　　　　　　　　　考　　案

　最近，小児循環器学，心臓外科学の進歩とともに，

先天性心疾患の手術成績・および遠隔期成績は飛躍的

に向上した6）．しかし，解剖学的，血行動態的にもよく

修復され，健常児に近い運動能力を持つ術後例でも，

健常児に較べ運動誘発性不整脈も含め不整脈の保有率

は高い．特に，ファロー四徴術後における心室性不整

脈・運動誘発性不整脈7）～9），心房内操作の大きい心房中

隔欠損，大血管転位の心房内血流転換手術などにおけ

る上室性不整脈1°）11），心室中隔欠損における房室ブ

ロックL2）などの不整脈はよく知られている．このよう

な不整脈の保有率の高い術後例に対して，水中心電図

を記録し，どのような心拍数変化と不整脈の出現を示

すかを検討した．

　潜水時の徐脈化（Diving　reflex）に関しては，今ま

でにも多くの報告がある1）“’5｝13）一一2°）．その成因として，

息こらえ，顔面への冷水刺激，低酸素で惹起される頸

動脈体刺激などによる副交感神経緊張のためと考えら

れている13）一一15）．また，その徐脈化の程度は個人差が大

きく，水温，水深，息こらえの有無などの条件の違い

によっても大きく異なってくる3）4）16）．また，検査時の

緊張や水に対する恐怖感などが，息こらえや顔面浸水

時の徐脈化に大きく影響するという報告もある5）17）．

今回の検討では，術後例においても健常児と同様に潜

水時の徐脈化はみられたが，心拍数の減少の程度は，
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健常児に較べ有意に小さかった．術後例は術前・術後

における運動の習慣が少なく，また水に対して不慣れ

な例も少なからずみられた．術後例においては，個人

差以外にも，水に不慣れな事に対する緊張感や恐怖感

による交感神経系の充進も影響していると考えられ

た．顔面浸水に関しては更に健常児より術後例の方が

徐脈化の程度は軽かった．前述の理由に加え，術後例

では完全に顔面を水につけられなかった例や，息こら

えが十分にできなかった例もあり，顔面浸水の手技的

な問題も影響していると考えられた．

　潜水中の不整脈の出現に関していろいろな報告があ

る．健康人では，接合部調律・VPC・上室性期外収縮・

心室固有調律などの比較的単純な不整脈が低頻度にし

かみられなかったとする報告1）から，鍛錬されたダィ

バーでも，多形性VPC・VTなどの重症度の高い不整

脈が高頻度に出現したとする報告2）まである．今回の

検討では，健常児・術後例とも不整脈の出現率には差

はなかったが，術後例の方がより重症度の高い不整脈

がみられた．もともと術後例では重症度の高い不整脈

の保有率は高く潜水中にも同等または更に重症度の高

い不整脈がみられる可能性は十分に考えられる．そこ

で重要なのは，術後例に潜水をさせる場合，出現する

可能性のある不整脈を予測し，適切な管理・指導をす

ることである．われわれは以前から，潜水中の不整脈

の検出に陸上で繰り返し簡便にできる顔面浸水法が有

用であり，再現性も高いと報告してきた4｝18）2°）．今回の

検討でも，潜水中の不整脈の出現は，顔面浸水法によ

り，鋭敏度72．0％，特異度88．5％で検出できた．潜水

中の不整脈の予測に術後例で顔面浸水法は有用と思わ

れた．潜水中の不整脈の重症度に関しては，ホルター・

顔面浸水法で出現した不整脈と重症度が同程度であっ

た症例が51例中48例（94％）と大部分を占めた．潜水

により陸上の検査ではみられなかった不整脈が出現し

た症例が3例あった．VPCが新たに出現した例では，

VPCは単形性・単発性で危険性は低かった．多形性

VPCが出現した例，多形性VPC＋2連発VPCが出
現した例では，両者とも顔面浸水でVPCが出現，ホル

ターではVPCが頻発していた．顔面浸水に加えホル

ターを施行することにより，ある程度その出現の予測

は可能と思われた．常温水より冷水による顔面浸水の

徐脈化の程度は強く，不整脈の出現頻度・重症度とも

潜水時とほぼ同様な反応を示し，スクリーニング法と

して特に有用と思われた18）一一’20｝．

　先天性心疾患術後の運動負荷試験による不整脈の出
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現に関しては，数多くの報告6）～9）がある．しかし，術後

例の水泳中の不整脈については数少ない21）22）．水泳中

には運動による交感神経系の緊張，Diving　reflexによ

る副交感神経系の緊張と末梢血管抵抗の増大による血

圧上昇など様々な因子が絡み合って，複雑な循環動態

を形成していると考えられる5）．水泳中の不整脈の出

現率は術後例の方が高かったが，トレッドミルでは，

鋭敏度84．2％，特異度87．9％で検出できた．重症度に

関しては，ホルター・トレッドミルと同じであった症

例が52例中48例（92％）と大部分をしめた．ホルター・

トレッドミルでみられなかった不整脈が水泳中に52例

中4例に出現した．VPCが新たに出現した例が1例，

頻発VPCから2連発VPCが出現した例が2例，2連

発VPCから3連発のVTが出現した例が1例であっ

た．心室性不整脈に関しては，Lown分類で，ほぼ1

grade重症度の高い不整脈がみられた．　Dash法を施行

した5例では，水泳中の心拍数上昇のパターンが

Bruce法よりもDash法に近かったことから，トレッ

ドミルを施行する際には，可能な症例ではDash法が

適当であると思われた5）．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　先天性心疾患術後例では，水泳・潜水で出現する不

整脈は頻度も重症度も高いが，ホルター，トレッドミ

ル，顔面浸水法などの陸上の検査で，ほぼ予測可能と

思われた．元来，健党児に較べ不整脈の保有率・重症

度とも高い術後例に，水泳，潜水をさせるには，ホル

ター・トレッドミル・顔面浸水法などにより不整脈の

出現をある程度予測し，水泳，潜水に対して管理，指

導していくことが望ましい．

　本研究は，平成2，3年度厚生省心身障害者研究「小児慢

性疾患のトータルケアに関する研究」の助成によって行っ

た．
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Electrocardiographic　Changes　During　Diving　and　Swimming　in　Postoperative

　　　　　　　　　　　　　　　　Cases　with　Congenital　Heart　Disease

Akihito　Tsujii），　Masami　Nagashimai），　Seiichi　Hasegawa1），　Noriko　Nagai1｝，　Kenji　Nishibatai｝，

　　　　　Masahiko　Gotoi｝，　Masaki　Matsushima2），　Hideki　lshikawa2）　and　Akiko　Osuga3）

　　　　　　　　　　　　　i｝Department　of　Pediatrics，　Nagoya　University　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　2｝Department　of　Pediatric　Cardiology，　Chukyo　Hospital

　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatrics，　Fujita　Health　University　School　of　Medicine

　　　To　investigate　the　changes　in　the　heart　rate　and　appearance　of　arrhythmias　in　the　water

concerning　to　the　postoperative　children　of　congenital　heart　disease，　electrocardiograms（ECGs）were

recorded　in　52　cases　during　diving　and　swimming．　These　results　were　compared　with　these　of　40

healthy　junior　high－school　students　reported　by　our　colleges．　We　also　studied　whether　the　conventional

examinations，such　as　Holter　ECG，treadmill　test　of　face　immersion　method　can　predict　the　heart　rate

and　arrhythmias　in　the　water．

　　　1．Diving：The　heart　rate　declined　similarly　in　both　groups　but　less　decreased　in　the

postoperative　group．　The　incidence　of　appearance　of　arrhythmia　was　almost　same　in　both　groups，　but

the　arrhythmias　were　severe　in　the　postoperative　group．

　　　2、Swimming：The　heart　rate　during　swimming　increased　nearly　the　same　as　dash　protcol　of

tredmill　test．　The　incidence　and　severity　of　arrhythmias　in　postoperative　group　were　high　than　in

healthy　students．

　　　3．Screening：The　arrhythmias　not　detected　by　conventional　examinations　appeared　3　cases

during　diving，　in　4　cases　during　swimming．　They　were　not　serious　or　nearly　the　same　as　arrhythmias

（1grade　higher　in　Lown’s　grading　in　the　water）、

　　　The　risk　of　developing　arrhythmias　in　the　water　can　be　predicted　by　conventional　examinations

such　as　Holter　ECGs，　treadmill　test　and　face　immersion　method．
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