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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　偽性総動脈幹の2ヵ月の女児にincessant型上室性頻拍が認められた．12誘導心電図から房室伝導系

を順行し左側Kent束を逆行する房室回帰性頻拍と診断できた．頻拍は持続しKent束は逆行性のみに伝

導していたが，4週後には間歓性WPW症候群となるとともに房室回帰性心拍（心房エコー）は房室伝

i導系で常にブ・ックされ頻拍は消失した．その後Kent束は1頂行伝導のみとなり典型的WPW症候群の

心電図を呈し，心房エコーは消失した．現在では順行伝導も消失し頻拍の再発も認めていない．乳児期

WPW症候群にもincessant型房室回帰性頻拍を呈することのあること，治療困難とされるincessant

型頻拍でも自然治癒しうることを示した初めての症例であり，乳児期WPW症候群の自然歴を考える上

で貴重と考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児期の上室性頻拍症の約半分はWPW症候群に

基因する．その殆んどは房室伝導系を順行しKent束

を逆行する房室回帰性頻拍であり，通常は発作型（par－

oxysmal型）となる．しかし極めて稀には反復持続型

（incessant型）を呈し治療抵抗性となることが知られ

ている1｝2）．

　今回，私達はincessant型房室回帰性頻拍を呈した

WPW症候群の2ヵ月の乳児例を経験した．乳児例と

しては本邦の第1例目と考えられる．12誘導心電図の

みで診断可能であったこと，頻拍は4週間反復持続し

たもののその後自然消失したなどの興味ある所見が得

られたので報告する．

　　　　　　　　　　症例報告

　症例：M．Y．2ヵ月，女

　主訴：チアノーゼ

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：在胎39週3，020g，　Apgar　9点，生後2ヵ月

の時に初めてチアノーゼに気付かれ福井愛育病院小児

科にて偽性総動脈幹症と診断された．短絡術を目的と

して当院へ入院した．

　理学的所見：身長58．Ocm，体重5．5kg，チアノーゼ

著明，多呼吸（50／分）．胸骨左縁第3肋間に最強点を

もつLevine　2／6の収縮期駆出性心雑音と充進した単

一のII音を聴取した．肝脾腫，浮腫はなかった．

　一般検査所見：血液生化学検査に著変なく動脈血ガ

ス分析ではpH＝7．421，　PCO、＝34　．　OmmHg，　PO2＝

31．6mmHg，　BE＝－3．2mEq／1であった．胸部X線写

真では心臓は正位にあり，心胸郭比0．58，肺血管陰影

は著明に減少していた．

別刷請求先：（〒602）京都市上京区河原町広小路上ル

　　　　　京都府立医科大学附属小児疾患研究施設

　　　　　　内科部門　　　　　　　　林　　鐘声
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　心電図所見及び臨床経過：初診時の心電図（図1上

段）は115／分の正常洞調律，PQ時間0．18秒．　QRS電

気軸不定，右房負荷，右室肥大を示した．PGE、（0．005

μg／kg／min）の投与を開始したところ図1下段の215／

分の発作性上室性頻拍が出現した．PGEIの中断で頻

拍は停止した．同様のエピソードを3回繰り返したの

ちPGEIの投与に関係なく頻拍が常在するようになっ

た．ATP，　disopyramide，　verapamilの静脈内投与で，

いずれも洞調律化できたが，数拍～数分で再び頻拍が

再開した．図2にその頃の心電図所見を示す．矢印は

異所性P’波を示す．この205／分のP’波を伴う頻拍は1

拍から数拍，時には数10分間続いた．頻拍は期外収縮
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図1　上段は正常洞調律時心電図．PQ時間0．18秒，右

　房右室負荷を認めた．下段は頻拍時心電図（215／分）．

　QRS波直後にP波が観察でき『た，

415－（99）

やPQ時間の延長を伴わずに突然に開始し突然に停止

することを終日繰り返すincessant型上室性頻拍で

あった．常にP’－QRS－P’とQRSがブロックされるこ

とで頻拍が停止していたことから，この頻拍の回路内

に房室伝導系が含まれることは明白であった．R－P’＜

P’－Rであることはfast－slow型（稀有型）の房室結節内

リエントリーではないことを示していた．更に，P’波の

極性もII，　III，　aVFで陽性であった3）4｝．以上の所見に

加えて1誘導のP’波が陰性であることから，この頻拍

は房室伝導系を順行し左側Kent束を逆行して左房に

至る回路を有するWPW房室回帰性頻拍である5）こと

が推定された．

　臨床的に心不全の増悪のないこと，上記薬剤は一過

性の効果しかなかったことより投薬せずに経過をみ

た．その間，頻拍開始後10日目にBlalock・Taussig短

絡術が施行され，チアノーゼは著しく減少した．

　4週間頑固に反復持続したのち次第に頻拍となるこ

とが少なくなり，図3の心電図へ移行した後に頻拍は

消失していった．図3aは幅の狭いQRSと幅の広い

QRSとが交互にみられる．間歓性WPW症候群によ

る二段脈であった．洞性P－P間隔が突然に延長してい

る所で二段脈の関係が崩れているが，よく観察すると

T波にP’波が重なっている．下の階段図で示したよう

に洞性心拍が房室伝導系のみを伝導し狭いQRSをな

すとともにKent束を逆行して房室回帰が生じて心房

エコー （P’波）が形成されたものであった．今までは，

これをきっかけに頻拍となっていた．

　その後，顕性WPW症候群となった（図3b，図4）．
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図2　incessant型房室回帰性頻拍の心電図（1，　II，　III，同時記録）．↑は異所性P’波

　を示す．この205／分のP’波を伴う頻拍は1拍から数拍，時には数10分間持続した．

　P’波はII，　IIIで陽性．1で陰性であり，R－P’＜P’・Rであった．また頻拍が停止する

　時は必ずP’－QRS－Pで停止していた．頻拍停止後に長いR－R間隔（680～720msec）

　で出現しているQRS波（2，5，9，19，30拍目）は房室接合部補充収縮であり，そ

　のためPQ時間は見かけ上0．14秒，0．10秒，0．10秒，0．16秒，0．16秒と正常洞調律時

　より短縮していた．頻拍に移行するQRS波（3，7，12，20，31拍目）のPQ時間

　は0．18秒と正常洞調律時のPQ時間と同一であった．
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図3　a．間歓性WPW症候群とT波に重なった心房エコー（矢印）を示す心電図．

　↑は階段図で示したように正常洞性心拍がKent束を逆伝導した房室回帰による心

　房エコーを示す．今まではこの心房エコーをきっかけに頻拍が開始していた，b．顕

性WPW症候群の心電図．
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図4　顕性WPW症候群の心電図．12誘導心電図から

　Kent束は左室前壁と推測された．

そのδ波の極性からKent束は左室前壁に予測され

た6）．心房エコーは全く消失し頻拍も消失した．数ヵ月

顕性WPW症候群が続いたのち再び間敬性WPW症
候群となり，1年6ヵ月後の最近ではδ波は全く消失

した．頻拍発作の再発もなく外来で経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　洞調律よりPQ延長なしに発生する本例のような上

室性頻拍はincessant型と呼ぼれ，同義語にchronic，

permanent，　persistent，　repetitiveなどがある7）．不整

脈としては比較的稀であるが，若年者に多く治療抵抗

性に年余に亘って持続する．発生機序としては，心房

内異所性（自動能元進）8）9），心房内リエソトリー1°），房

室結節内（fast－slow型）リエントリー3）4），房室回帰性

（房室伝導系を順行しKent束を逆行）1）2｝があり，その

機序の診断には通常は電気生理検査が必須である．

　本例は12誘導心電図のみで発生機序の診断が可能で

あった．その理由として，①頻拍の停止が常に房室ブ

Ptックによっていたことから心房性機序によるものが

否定できたこと，②fast－slow型の房室結節内リエン

トリーが頻拍時のR－P’＜P’－R，及びII，　III，　aVFでP’

波が陽性であったことから否定できたこと3）4），③頻拍

時に1誘導に陰性P’波が観察可能であったこと5），④

間歓性WPWの時にKent束を順行する伝導（δ波）と

Kent束を逆行する伝導（心房エコー）が交代性に観察

できたこと．⑤δ波から予測されたKent束の局在6）が

③から推測していた左側と一致したこと，⑥顕性

WPWとなって頻拍も心房エコーも消失していった

臨床経過のあったこと，の6点が挙げられる．12誘導

心電図で①②から房室回帰性と診断すること，③から

左側Kent束が利用されていると診断することは異論

のないところである．一方，12誘導心電図のみではδ

波を形成したKent束が房室回帰性頻拍の際に利用さ

れていたか否かを判定することは通常困難であるが，

本例では⑤⑥の所見に加えて④の所見を観察できたこ

とでδ波を形成したKent束が房室回帰性頻拍に利用

されていたことが証明できた．換言すれぽ，このKent

束は房室回帰性頻拍のinnocent　bystanderではな

かったということである．

　本例のWPW症候群の経過を表1にまとめた．
incessant型頻拍は同義語としてpermanentが使用さ

れるように治療抵抗性に持続し洞調律化しがた

い11ト14）．本例でも頻拍が頑固に持続し長期化すること
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表1　本例のWPW症候群の自然経過

Kent束の伝導
心電図所見日　付 頻　拍

順行性 逆行性

1986．8．23 （一） （一） （一） 正常洞調律

9．5 （一） （什） （N） Incessant型房室回帰性頻拍

10．2 （井） （＋） （一）

間歓性WPW症候群　『心房エコー

10．13 （牌） （一） （一） WPW症候群
1987、2．5 （ヰ） （一） （一） 間歌性WPW症候群

1988．3．1 （一） （一） （一） 正常洞調律

が危惧されたが，4週後には自然消失していった．周

知のように新生児期から乳児期早期に発症した発作性

WPW頻拍は数ヵ月～1歳までには再発しなくなり，

同時にδ波も消失していく例が多い15）一“－17）．一方，この

時期のWPW症候群によるincessant型房室回帰性

頻拍は文献上僅かに1例18）のみであり，その自然歴は

よく判っていない．その例では6ヵ月後でも洞調律化

していない．incessant型頻拍でも乳児期早期の例では

自然消失しうることを示したのは本例が最初である．

　WPW頻拍発作の消失していく機序は十分に解明

されていないが，最近の食道ペーシング法による経時

的観察からKent束の逆行性伝導の消失あるいは延長

が関与していることが報告19）されたり，頻拍発症の引

き金となる期外収縮が新生児期から乳児期に多くその

後に少なくなることが関与していると報告2°）されたり

している．本例では機序は不明であったが，当初より

房室ブロックのために頻拍が断続的に停止していた．

4週後にはこの停止機序が容易に作動するようになり

abortive　atrial　echoesとなり頻拍が消失していった

のが観察されている（図3a）．同時にKent束の順行性

伝導が出現し心房エコーの頻度も少なくなっていた．

これはKent束が順行性伝導に利用されるようになっ

たために逆行性伝導しにくくなった結果なのか，逆行

性伝導そのものが低下してきた結果なのかは断定でき

ない．いずれにしろ，これらの観察から言えることは

房室伝導系とKent束の電気生理学的特性がともに変

化したために房室回帰性頻拍の回路に破綻が生じて頻

拍が消失したということである．現在ではδ波も消失

しKent束の存在は表面心電図からは予測出来なく

なった．Kent束が解剖学的に消失した可能性もある

が，単に電気生理学的にsilentとなっただけで，後に

再び頻拍発作やδ波が生じてくる可能性は否定でき

ない．

　以上みてきたように，本例のKent束の伝導性は逆

417－（101）

行性にしろ順行性にしろ短期間のうちに大きな変化が

みられたことが特徴である．ところで，①本例が発作

型でなくincessant型頻拍を呈したこと，②PGE1の

投与が頻拍のきっかけとなったこと，③incessant型

房室回帰性頻拍では典型的には洞調律の短縮に伴い頻

拍へ移行するのに本例ではその関係のなかったこと，

などの問題点がある．①②③はともにKent束の逆行

性伝導が関与しているが，現時点では考察に足る知見

も乏しくその詳細な機序は不明である．

　いずれにしろ，本例によって乳児期WPW症候群に

incessant型房室回帰性頻拍を呈しながらも自然治癒

しうる症例のあることが初めて示された．

　　　　　　　　　　結　　語

　偽性総動脈幹の2ヵ月のWPW症候群の乳児に

incessant型房室回帰性頻拍がみとめられ4週間の経

過で自然治癒したのを，その心電図所見を中心に報告

した．乳児期WPW症候群の自然歴を考える上で貴重

な症例と考えた．

　最後に御校閲して頂いた京都府立医科大学附属小児疾患

研究施設内科部門教授の尾内善四郎教授に感謝致します．
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Spontaneous　Resolution　of　Incessant　Atrioventricular　Reciprocating

　　　　　　　　Tachycardia　in　an　Infant　with　WPW　Syndrome

Shosei　Hayashil），　Masamitsu　Onaka2），　Yasushi　Tsutsumi2｝，　Takashi　Hayano3），

　　　　　　　　　　　　　　Tsutomu　Okamoto3）and　Yoshinori　Ishihara3）
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　　　　　　　2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Fukui　Circulation　Center

　　　　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatrics，　Fukui　Aiiku　Hospital

　　　Incessant　tachycardia　was　observed　in　a　2　month－01d　infant　with　pseudotruncus．　The　diagnosis　of

atrioventricular　reciprocating　tachycardia　using　the　normal　A・V　pathway　as　the　anterograde　limb　and

aleft　sided　Kent　bundle　for　the　retrograde　limb　was　established　by　series　of　surface　electro－

cardiograms．　While　bouts　of　tachycardia　interrupted　by　a　few　sinus　beats　persisted，　anterograde

conduction　of　this　Kent　bundle　did　not　exhibit．

　　　Four　weeks　later，　however，　when　ventricular　pre・excitation　became　evident　intermittently，　all

atrioventricular　reciprocal　beasts　were　blocked　in　A・V　junction，　resulting　in　disappearance　of

reciprocating　tachycardia，　without　any　medication．　Then，　intermittent　WPW　changed　into　manifest

WPW　and　no　reciprocal　beat　and　no　tachycardia　developed　again．　At　present，　the　preexcitation　pattern

is　no　longer　apParent　in　surface　electrocardiograms．

　　　The　report　of　this　infant　showing　incessant　reciprocating　tachycardia　with　WPW　syndrome　and

spontaneous　resolution　of　it　will　advance　the　knowledge　of　the　natural　history　of　patients　with　the

WPW　syndrome．
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