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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　スカラー心電図上不完全右脚ブロックを示す心房中隔欠損症38例について，体表面電位図を作成し心

表面電位図，V・RVA時間，　Mモード心エコー図による三尖弁と僧帽弁の閉鎖時相の差（Tc－Mc）を比

較検討した．症例は体表面電位図上，全例正常と同様に興奮開始したが，Breakthrough　minimumが心

室興奮：開始後25．8±5，2msecで正常時間内で正常領域内に出現する群（右脚末梢伝導遅延パターン群）

と，心室興奮開始後41．1±9．7msecで正常より遅延して正常より左方に偏位して出現する群（右脚本幹

伝導遅延パターン群）とに分類された．心表面電位図上，前者は右室前乳頭筋付着部位にBreakthrough

を認め，後者は左室表面の興奮が早かった．V－RVA時間は，前者が16．7±4．9msec，後者は43．3±6．2

msec，　Tc－Mcは前者が14．6±9．Omsec，後者は49．4±9．9msecで有意差を認めた．14例の術後経過を追

跡したが，右脚本幹伝導遅延パターン群ではBreakthrough　minimum出現時間が短縮し，正常と同様の

部位に出現する例を認め，心房中隔欠損症における右脚伝導遅延は永続的なものでなく，術後の可逆性

を示す例があり右脚の不完全伝導によることを示唆した．

　　　　　　　　　　はじめに

　心房中隔二次孔欠損症（以下ASDと略す）では，ス

カラー心電図の特徴として不完全右脚ブロックをしめ

す．不完全右脚ブロックのメカニズムは右脚本来の伝

導障害ではなく1），右室基部と心室中隔の興奮遅延2）や

右室容量負荷により肥厚した室上稜の興奮遅延3）によ

ると説明されている．またBoineau4）らは，　ASD犬を

作製し，ベクトル心電図上，肥厚した室上稜と高位右

室壁の興奮遅延の存在を示し，組織学的に右脚障害の

存在しないことを証明している．

　コンピューターの導入により簡便化された体表面電

位図を用い，同時に心表面電位図，心内心電図（V・RVA

時間）5）一一8），Mモード心エコー図による三尖弁一僧帽弁

閉鎖時相の差（Tc・Mc）9）’－11）を測定し，　ASDにおける

不完全右脚ブPックの分析を試みた．

別刷請求先：（〒160）東京都新宿区河田町8－1

　　　　　東京女子医科大学心臓血圧研究所

　　　　　循環器小児科　　　　　　　相羽　　純

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は理学的所見，心電図，X線検査にて正常と判

定された4ヵ月から15歳までの健康小児49例と，心カ

テーテル検査，心臓血管造影検査，開心術により証明

された2～58歳のASD　38例である．（1～5歳が12
イ列，　6～10歳力K’　13f列，　11～15歳カミ1イ列，　16～20歳カミ3

例，21～30歳が1f列，31～40歳が1イ列，41～50歳が5

例，50～60歳が2例，平均16±17歳）．ASD症例は全例

Zieglerの年齢別心電図判定基準（2歳以下80msec，3

～ 11歳90msec，12～16歳100msec，16歳以上120
msec）ユ2）により，不完全右脚ブロックを示した．完全右

脚ブロック例は除外した．またそのうち，14例につい

て術後経過を追跡した．

　体表面電位図作製は帝人東工大作製のCar－
diovisionを使用した．128個の電極を既報13）の通りに

装着した．Wilson　central　terminalを不関電極とする

単極誘導心電図を同時に記録し，コンピューターでそ

の等電位線を1msec毎に記録した．体表面電位図は横

軸をA－Pの16軸，縦軸は1～8の8軸に電極を設定し
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図1　Tc・Mc測定法

Q－Tc

Q－Mc

た．A軸は右前腋窩線，　D軸は胸骨上，　H軸は左中腋

窩線，P軸は右後腋窩線でC－3がV1に相当するように

配置した．心表面電位図は常温拍動下に電極間隔1

mmのKaiserの白金電極を使用し，双極にて測定し，

時定数0．003，500Hzの高域カットの増幅器，及び女子

医大胸部外科東京電機大学作製コーワ社製心表面興奮

伝播表示作製装置で（ONLEP），心表面の10～50点を

記録した．V－RVA時間7）は心カテーテル検査時に

Elecath社製電極間隔1mmのカテーテルを使用し，カ

テーテルを右室心尖部におき，双極誘導にて時定数

0．003，100mm／secのPaper　speedで測定した．標準

肢誘導1及びIIと心内心電図を記録しV・RVA時間は

1及びII誘導のQRSの最初の変化点より心内心電図

の急峻な立ち上がりの最初までとした．

　Mモード心エコー図は東芝SSH－11Aを使用した．

同時記録した心電図のQRSの立ち上がりより三尖弁

閉鎖時相までの時間（Q－Tc），及び僧帽弁閉鎖時相まで

の時間（Q－Mc）を測定し，三尖弁と僧帽弁閉鎖時相の

差（Tc－Mc）9）”’11）14）を算出して検討した（図1）．　Tc－Mc

測定例は正常範囲内のP－R時間を示していた．

　　　　　　　　　　結　　果

　①正常健康小児の体表面電位図（図2）．

　日本人健康小児の体表面電位図については既に高
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図2　正常健康小児におけるBreakthrough　mini－

　mum出現時間と出現領域．

橋3）が報告している．心室興奮開始後10msecでは極大

は前胸部上方に存在し，極小は左前腋窩線上に位置し

た．次第に極大，極小は電位を増し，心室興奮開始後

平均26．9±4．6msecで胸骨正中線と左乳線上第3及

び第6肋間に区切られる領域に興奮の心外膜面への

Breakthroughを反映してBreakthrough
minimum15）が出現した．　Breakthrough　minimumは

新たな極小を形成し負領域は前胸部全体を被い，極大

は左下側胸部に移動し，右室壁興奮の終了を示し，最

終興奮部位は前胸部上方，背部上方に存在した，

　②ASDの体表面電位図と心表面電位図．

　38例のASDの体表面電位図を検討し，　Break・

through　minimumの出現時間と出現部位により2群

に分類した．以下その代表例を1例ずつ示した．

　a）右脚末梢伝導遅延パターン例（図3，4）．

　ASD　6歳女児の体表面電位図を示した．スカラー心

電図上不完全右脚ブロックを示し，QRS間隔は70

msecである．心室興奮開始は正常と同様で，心室興奮

開始後10msecにおいて極大は前胸部上方，極小は左

前腋窩線上に存在した．20msecでは極大，極小の電位

を増大し26msecで前胸部中央上部にBreakthrough

minimumが出現した．即ち正常時間内，正常領域内に

Breakthrough　minimumの出現を認めた．極小は漸

次，前胸部全体に拡大伝播し，最終興奮部位は右下側
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図3　ASD　6歳女児の体表面電位図，心室興奮開始後

　26msecで前胸部中央上部にBreakthrough　mini－

　m㎜を認めた．

70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．s．

図5　ASD　15歳男児の体表面電位図．心室興奮開始後

　46msecで左側胸部にBreakthrough　minimumカミ
　出現した．
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図4　ASD　6歳女児の心表面電位図．右室前乳頭筋付

　着部位にBreakthroughを認める，
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図6　ASD　15歳男児の心表面電位図．左室表面より

　Breakthroughを認めた．

胸部に存在した．同症例における心表面電位図では，

右室前乳頭筋付着部位の興奮が25msecで一番早く，

右室心外膜面へのBreakthroughを示し，漸次心表面

を興奮伝播し，最終興奮部位は右室流入部であり，体
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図7　ASDにおけるBreakthrough　minimum出現
　領域と出現時間．
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図8　Breakthrough　minimum出現時間とV－RVA
　時間の関係．

表面電位図と心表面電位図は興奮伝播全般において良

く対応した．

　b）右脚本幹伝導遅延パターソ例（図5，6）．

　ASD　15歳男児の体表面電位図と心表面電位図を示

した．スカラー心電図上不完全右脚ブロックを示し，

QRS間隔は80msecであった．体表面電位図では正常

と同様に興奮を開始し電位を増大するが，27msec付

近となっても，Breakthrough　minirhumを生じず，46

msecで正常と比較して遅れて，左方に偏位して左側

胸部にBreakthrough　minimumカミ出現した．極小は

前胸部下部を被い，最終興奮部位は前胸部中央上部で

あった．心表面電位図では，右室前乳頭筋付着部位よ

りのBreakthroughは認めず，20msecで左室前壁よ

りBreakthroughが出現し，漸次心表面を伝播し，最

終興奮部位は右室流出路部位であり，体表面電位図と

対応した．

　③ASDの体表面電位図におけるBreakthrough

minimumの出現領域と出現時間について（図7）．

　心表面電位図上，右室前乳頭筋付着部位よりBreak－

throughが出現した例を黒丸印，左室表面よりBreak’

throughが出現した症例を白丸印で示した．黒丸印の

症例は心室興奮開始後25．8±5．2msecで正常時間内，

正常領域内にBreakthrough　minimumが出現した．

この群のQRS間隔は平均78．0±9．8msecであった．

これらの所見は，山田らの右脚ブロックの研究におけ

るII型，高橋のファロー四徴症術後右脚末梢ブPック

例2°）と同様の興奮：伝播を示し心室興奮開始後，右室前

乳頭筋までの右脚本幹伝導には，著明な障害を認めな

いため，右脚末梢遅延パターン群とした．白丸印の症

例は心室興奮開始後平均4L1±9．7msecで正常と比

較して遅れて，左方より偏位してBreakthrough　mini－

mumが出現する傾向を認めた．この群のQRS間隔は

平均88。8±15．Omsecであった．また，この群のBreak－

through　minimum出現時間は，高橋の報告したファ

ロー四徴症術後の右脚本幹ブロック例の42．9±4．4

msecと近似しており，山田らの実験的右脚本幹ブ

ロック作製時の電位図21）とも同様であり，本シリーズ

でも心表面電位図上右室前乳頭筋付着部位にBreak－

throughが出現せず左室前壁の興奮が早いため右脚本

幹伝導遅延パターン群とした．

　④ASDにおけるBreakthrough　minimum出現時

間とV・RVA時間の関係について（図8），

　X軸にV－RVA時間，　Y軸にBreakthrough　mini・

mum出現時間をプロットすると，　Y＝0．68X±14．61，

r＝0．74であり正相関をみとめた．V－RVA時間は，右

脚末梢伝導遅延パターン群では，16．7±4．9msec，右脚

本幹伝導遅延パターン群では43．3±6．2msecであっ

た．

　⑤Tc－McとASDにおける二群の関係（図9）．

　38例中18例においてTc・Mcを測定した．右脚末梢

伝導遅延パターン群13例では平均17．8±7．7msec，本

幹伝導遅延パターン群の5例では42．8±10．3msecと

延長し，両者間に有意差を認めた（p＜0，001）．

　⑥肺体血流比とBreakthrough　minimum出現時

Presented by Medical*Online



昭和62年10月1日

msec

↑

60

50

40

30

20

10

0

Btm

・
▲
8

王

C　P

V－RVA Tc－Mc

　

　

剖

P
l
ぽ

　
a
h

　
r
c
耐
巾

　
ce
陸

　
C
P

PC

図9　Breakthrough　minimum出現時間，　V－RVA時

　間，Tc－Mcにおける右脚本幹伝導遅延パターン群と

　末梢伝導遅延パターン群の関係，
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　　　　　　　　　　　　　　Breakthrough　time

図10肺体血流比とBreakthrough　minimum出現時
　間の関係，

間の関係について（図10）．

　肺体血流比とBreakthrough　minimum出現時間は

図10に示すように有意に相関関係を認めなかった．

　⑦ASD術後例のfollow　up．

　欠損孔閉鎖術を受けたASDの術後14例について術

前術後の体表面電位図を比較検討した．電位図は術後

2～4週間と術後7ヵ月～1年の時点で作製した．図

11は7歳男児ASDの術前術後における体表面電位図

の変化を示す．術前には心表面電位図上，左室表面の

興奮が一番早く，右脚本幹伝導遅延を示し，体表面電

位図では心室興奮開始後36msecで左方に偏位して

229－（39）
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図11ASD　7歳男児，右脚本幹伝導遅延パターン例．

　術前と術後10ヵ月の変化．

msec
　■

BREAKTHROUGH　TIME

PERIPHERAL　　CENTRAL

　　　　　　PRE　OP　　POST　OP　　　　　PRE　OP　　POSTOP
　　　　　　　POSTOP　7m－ly　　POSTOP　7m－ly
　　　　　　　　　2－4w　　　　　　　　2－4w

図12　ASDの右脚本幹伝導遅延パターン例と末梢伝

　導遅延パターン例におけるBreakthrough　mini－

　mum出現時間の術前術後の変化．

msec
　↑

　100

　DURATION　OF　QRS
PERIPHERAL　　CENTRAL

　　　　O　　　　　　PRεOP　rOST　OP　　　　　PREOP　POST　OP
　　　　　　　　　　7m－1V　　　　　　7m－1V
　　　　　　　POST　OP　　　　　　　　　　POST　OP
　　　　　　　　　2－4w　　　　　　　　　2－4w

図13ASDの右脚本幹伝導遅延パターン群と末梢伝
　導遅延パターン群におけるQRS時間の術前術後の
　変化．
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Breakthrough　minim㎜が出現したが，術後10ヵ月で

は心室興奮：開始後26msecと短縮し，正常領域に

Breakthrough　minimumが出現した．図12は右脚末梢

伝導遅延パターン群と右脚本幹伝導遅延パターン群に

おける術前術後のBreakthrough　minimum出現時間

の推移を示す．右脚末梢伝導遅延パターン群では術前

術後を比較すると有意の短縮は認められなかったが，

右脚本幹伝導遅延パターン群では4例中3例で
Breakthrough　minim㎜出現時間の短縮を認めた．図

13はQRS間隔について両群における術前術後の推移

を示したグラフである．右脚末梢伝導遅延パターン群

では，有意にQRS間隔が短縮した．

　　　　　　　　　　考　　案

　コンピューターの導入により電位図作製が簡便化さ

れ，小児科領域では，Spachら22），　Blumenschein16），

高橋らの正常健康小児，ファロー四徴症，種々の右室

負荷疾患群における研究が報告され，広く臨床応用さ

れるに至った17）18）．また体表面電位図における一連の

右脚ブロックの研究報告もあり，その興奮伝播様式を

知る上で役だっている．特に小児科領域ではBreak－

through　minimum認識率13）が成人と比較して高いた

め，この点に注目した右脚ブロックの研究が進んでい

る．

　本研究では，スカラー心電図上不完全右脚ブロック

を示すASD症例で，体表面電位図におけるBreak－

through　minimumの出現時間，出現部位の差異と心表

面電位図におけるBreakthroughの出現部位の差異に

より2群に分類した．1つは，体表面電位図上Break－

through　minimumが正常時間内，正常領域内に出現

し，心表面電位図では右室前乳頭筋付着部位より

Breakthroughが出現する群で，右脚本幹伝導は，ほぼ

正常に保たれていると考えられ，右脚末梢伝導遅延パ

ターン群とした．他方は体表面電位図上，Break－

through　minimumが正常より遅延して，正常より左方

に偏位して出現し，心表面電位図では右室前乳頭筋付

着部位よりのBreakthroughは認めず左室表面より出

現する群である．体表面電位図の左方に偏位して遅延

して出現したBreakthrough　minimum　eま左室由来の

Breakthroughを観察していると考えられる．この所

見は，山田らの実験的右脚本幹ブロック作成時の体表

面電位図21）や高橋の報告したファロー四徴症術後右脚

本幹ブロック例の電位図2°）と同様であった．即ち右室

前乳頭筋付着部位に至る右脚本幹の遅延伝導を認める

ため正常時間内，正常領域内に出現するBreak一
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through　minimumが現れず，左心由来のBreak－

throughが出現するわけである．故に以上のような症

例を右脚本幹伝導遅延パターン群とした．

　V－RVA5）6）7｝時間は，右室心尖部心内膜までの興奮到

達時間を表している．V－RVA時間は右脚末梢伝導遅

延パターン群では16．7±4．9msec，本幹伝導遅延パ

ターン群では43．3±6．2msecと有意差を認めた．右脚

末梢伝導遅延パターン群では右室心尖部心内膜までの

著明な伝導遅延を認めず，右脚本幹伝導遅延パターン

群では右室前乳頭筋より心表面に出現するBreak・

throughが現れず，左室表面に出現した興奮が中隔を

筋伝導するため右室心尖部の興奮が遅延すると考えら

れる．V－RVA時間を用いたSung7），　Pickoffら’4），の

右脚ブロックの研究があるが，それらはV－RVA時間

を30～35msecに区切り，30～35msec以内を右脚末梢

ブロック，30～35msec以上を右脚本幹ブロックとし

ており，今回のASDにおける結果とほぼ一致してい

た．

　二群においてTc・Mc時間を測定した．右脚末梢伝

導遅延パターン群では17．8±7．7msec，本幹伝導遅延

パターン群では42．8±10．3msecと有意差を認めた．

Tc－Mc時間は右室の相対的収縮開始時間を表す．右脚

末梢伝導障害では，電気的に右室前乳頭筋部位までの

興奮伝導が，ほぼ正常に保たれているため，右室収縮

開始，従って三尖弁閉鎖時間（Tc）は遅延しないが，

右脚末梢伝導が遅延するため右室収縮時相の収縮後期

遅延がみられる．また右脚本幹伝導障害があると右室

の収縮開始時間，従って，Tcが遅れる．しかし，一旦

収縮が開始すると，右脚末梢伝導は，ほぼ正常に保た

れているため，その後の右室収縮時相と右室圧上昇機

構は正常に保たれる．以上の理由で二群間に，差が生

じると考えられる，

　Tc－Mc時間と，ファロー四徴症術後の右脚障害部位

に関するPickoffら14）の研究があり，同様の結果が得

られている．

　心電図上不完全右脚ブロックを示すASDにおける

右脚本幹伝導遅延の存在の実証は今回得られた新しい

知見である．二者における伝導様式の差異がどの因子

に起因するか検討を要する．解剖学的因子として，今

回のシリーズでは卵円窩中央部中隔欠損，下位欠損（但

しいわゆる一次口欠損は対象としていない．）と種々の

形態を認めたが，欠損部位による伝導様式の差異は認

められなかった．年齢因子に関しては，ASDでは加齢

と共にQRS時間が長くなることが知られているが，
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年齢と伝導様式には明かな関係は認められなかった．

肺体血流比と右室拡張末期容積は正の相関関係があり

Breakthroughにも関与する可能性が考えられるが，

今回のシリーズでは明らかな関係を認めなかった．術

後のfollow　upでは，右脚末梢伝導遅延パターン群で

は，術後にQRS時間が短縮するが，　Breakthrough

minimum出現時間は不変であることより，右脚末梢

領域における伝導遅延の正常化が考えられた．右脚本

幹伝導遅延パターン群ではBreakthrough　minimum

出現時間が短縮し，出現部位も正常範囲内に移動する

例を認めた．右心の容量負荷消失による，心筋伸展の

減少，術後心臓の反時計方向への回転，心室腔の縮小

等の条件が関与して，右脚本幹遅延伝導の改善をみた

のであろう．

　山田らは，犬の右脚を機械的に圧迫することにより，

右脚本幹の完全伝導障害から不完全伝導を経て正常伝

導に回復する過程を体表面電位図に記録して報告して

いる24）25）．ASDにおける右脚本幹伝導遅延パターン群

では，術後の変化に注目すると，可逆性が認められ，

多くの症例においては，伝導遅延は永続的障害ではな

く，右室容量負荷，心室壁心筋伸展，冠血流，心腔内

圧などの血行動態要因，右室と左室との機能的相対関

係などによって，末梢伝導遅延から本幹伝導遅延まで

右脚伝導遅延がスペクトラムとして存在すると考えら

れた．また右脚末梢伝導遅延パターン群の中には

Breakthrough　minimum出現時間が基準とした正常

範囲内にあっても，正常上限として長めの症例も含ま

れており，不完全伝導乃至準連続的遅延伝導という概

念を裏づける所見と考えられた．

　　　　　　　　　　ま　と　め

　1）スカラー心電図上不完全右脚ブロックを示す

ASD　38例の体表面電位図を作成し，心表面電位図，

V・RVA時間，　Tc－Mcを測定し比較検討した．

　2）38例のASDは，右脚本幹伝導遅延パターン群と

右脚末梢伝導遅延パターン群に分類された．

　3）両者とも術後に伝導様式の正常化する傾向を認

めた．

　4）心房中隔二次孔欠損症において，術前に認められ

術後に消失していく2種の右脚伝導様式は不完全ブ

ロックより正常伝導に至る伝導遅延スペクトラムの

部であり，不完全伝導乃至準連続的遅延伝導という概

念を裏づけるものと考えられた．

　稿を終るに臨み，御指導と御校閲を賜りました東京女子

医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器小児科高尾篤良教
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授に深甚の謝意を表します．また直接親切な御指導いただ

きました，高橋良明先生に深く感謝いたします．また多大な

御協力を頂いた同循環器小児外科，今井康晴教授，黒沢博身

助教授，里見元義先生，エコー班の先生方，同胸部外科非常

勤講師，河村剛史先生，循環器内科の先生方，大宮日赤病院

小児科，高見沢邦武先生，東邦医科大学胸部心臓血管外科，

高梨吉則助教授に深く感謝致します．

　本研究の要旨は，第5回体表面電位図研究会（於，徳島，

1982年11月），第6回体表面電位図研究会（於，東京，1983

年11月）第48回日本循環器学会学術集会（於，福岡，1984年

3月）において口演した．
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Conduction　Delay　of　the　Right　Bundle　Branch　in　Secundum　Type　Atrial　Septal　Defect

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．Aiba

Department　of　Pedidatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　The　pattern　of　electrical　excitation　of　incomplete　right　bundle　branch　block　in　38　children　with

secundum　atrial　septal　defects　were　analyzed　by　using　isopotential　body　surface　maps，　the　epicardial

mapping，　right　ventricular　apical　activation　time（V・RVA）by　endocardial　electrode　catheter　mapping

technique，　and　the　measurements　of　the　difference　between　the　tricuspid　closure　and　the　mitral

closure（Tc－Mc）time　by　M－mode　echocardiography．　Diagnosis　of　incomplete　right　bundle　branch　block

was　made　by　Ziegler’s　criteria．　All　the　patients　had　normal　P－R　interval．

　　　In　all　cases，initial　excitation　were　similar　to　normal　control，　but　after　that　the　time　course　during

QRS　of　electrical　events　were　different．　In　twenty　five　cases，　the　breakthrough　minimum　appeared

with　normal　delay（25．8±5．2　msec）in　the　normal　area（the　area　bordered　by　the　midline　over　the

sternum　and　the　left　midclavicular　line　between　the　third　and　sixth　intercostal　spaces）．　In　the

remaining　thirteen　cases，　the　breakthrough　appeared　left　posteriorly　compare　to　normal　with　more

than　normal　delay（41．1±9．7　msec）．

　　　In　the　former　group，　epicardial　breakthrough　occured　at　the　site　of　the　anterior　papillary　muscle　of

the　right　ventricle，　which　we　named‘‘peripheral　block　pattern”of　the　right　bundle　branch　block．　In

the　latter　group，　epicardial　breakthrough　occured　at　the　surface　of　the　left　ventricle，　but　not　at　the　site

of　anterior　papillary　muscle　of　the　right　ventricle　which　we　named‘‘central　block　pattern”．　Thus

incomplete　right　bundle　branch　block　of　ASD（II）could　be　classified　into　two　groups　as　above．

　　　In　pariphearal　block　pattern　cases，V－RVA　time　was　16．7±4．9　msec　and　Tc－Mc　interval　was　14．6

±9．O　msec．　In　central　block　pattern　cases，　V－RVA　time　was　43．3±6．2　msec，　and　Tc・Mc　interval　was

49．4±9．9msec．　However，　after　surgical　repair，　the　breakthrough　minimum　became　to　appear　with

normal　delay，　and　shifted　to　the　normal　area．　The　data　indicate　that　central　and　peripheral　block

pattern　of　incomplete　right　bundle　branch　block　observed　in　these　cases　with　ASD（II）are　not

permament　but　transient　block　which　improves　following　successful　repair　of　the　defects．
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