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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　鹿児島市において実施された学校心臓検診での心電図を用いて，小学1年生と中学1年生における不

整脈の頻度を検討した．また小学1年から中学1年の間における不整脈の変化を，同一症例の心電図を

比較して検討した．中学1年生で，不整脈の頻度は約1．8倍に増加していた．また，この6年間における

不整脈の変化の検討では，小学1年時の不整脈のうち，約6割は中学1年時には認められなくなってい

た．中学1年生で不整脈を有する者のうち，約4分の3は新たに出現したと考えられるもので，小学校

の6年間でかなり増加するものと考えられた．6年間存続した不整脈のなかでは，1度房室ブロックが

かなり高頻度で持続しており，そのPR　interva1は，平均で0．07sec増加しており，高校1年時の心電図

の追跡調査が必要と考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　本邦においては，昭和48年の学校保健法施行規則の

改定以来，児童・生徒の心臓集団検診（以下，心検と

略す）が次第に普及してきている．現在ではコンピュー

ターによる自動心電図解析装置が導入され，全員心電

図（一部では心音図も）方式による心検が全国で実施

され，種々の先天性及び後天性心疾患や不整脈が無症

状のうちに発見されるようになり，その出現頻度や年

齢による差なども各地域で検討され報告されてい

る1）～7）．しかし，この心検で発見された不整脈症例を長

期的にフォローアップした場合のその不整脈の変化に

ついては，我々が検索したかぎりではまだなされてい
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ない．

　今回，我々は鹿児島市での心検の心電図を用いて，

6年間の間隔で同一症例の不整脈の変化を追跡したの

でその結果を報告する．

　　　　　　　　対象及び方法

　対象は，鹿児島市において実施された昭和62・63年

度の学校心検受診者である小学1年生と中学1年生計

31，827名で，この中で器質的心疾患を有さない不整脈

児338名を対象とした．

　また，不整脈の追跡調査として，昭和56・57年度の

小学1年時の心検での心電図と，同一症例の昭和62・

63年度の中学1年時の心検の心電図を不整脈症例に限

り比較検討した．

　鹿児島市における心検の方法は図1の通りである．

昭和56・57年度一次検診時の省略4誘導心電図は1
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（1）昭和56・57年度学校心臓検診

　　一次検診　省略4誘導心電図検査（小学校1年生と57

　　　　　　年度より高校1年生の一部）

　　判　　読　ダブルチェック（一次検診受診者すべてに

　　　　　　対して）

　　二次検診　専門医による診察　レントゲン　12誘導心

　　　　　　電図　必要に応じて　負荷心電図　心音図

（2）昭和60年度より中学1年生全員省略4誘導

（3）昭和61年度よりコンピューター解析（フクダ電子

　　SPC－46）導入

（4）昭和62・63年度学校心臓検診

　　一　次　検　診　小・中学校は省略4誘導心電図と

　　　　　　　　　　心臓病調査表

　　　　　　　　　　高・特殊学校・職員は12誘導心電

　　　　　　　　　　図と心臓病調査表

　　コンピュータ解析　未端装置（フクダ電子SPC－46）

　　判　　 読ダブルチェックで二次検診抽出者

　　　　　　　　　　の再チェック

　　ニ次検診専門医による診察レントゲソ
　　　　　　　　　　12誘導心電図

　　　　　　　　　　必要に応じて　負荷心電図・心エ

　　　　　　　　　　コー・心音図

図1　鹿児島市学校心臓検診方法（一部概略）

チャンネルで記録しており，記録時間は一人につき約

30～40秒である．昭和61年度より心電図のコンピュー

ター解析が導入されたために，昭和62・63年度の心電

図の記録時間は平均10数秒と短くなっている．

　不整脈の抽出方法は，一次検診のダブルチェックの

際に，二次検診に呼び出す，呼び出さないに関わらず

不整脈例はすべて書きだしてもらうように検診医にお

願いしておき，この安静時心電図を再び判読すること

により，比較検討した．

　1度房室ブロックについては，小学1年生ではPR

interval　O．20sec以上，中学1年生では0．22sec以上の

ものとした．

　完全右脚ブロックは，QRS時間がそれぞれ0．10sec，

0．12sec以上のものとした．

　PR短縮とは，　QRSの変形を伴わないPR時間が

O．10sec未満のものとした．

　統計学的検討には，Student　t－testを用いた．

　　　　　　　　　　　結　　果

　表1のごとく，昭和62・63年度における不整脈者は

小学1年生でそれぞれ55人（0．74％）・53人（0．72％），

中学1年生でそれぞれ112人（1．29％）・118人（1．43％）

であり，中学1年生でそれぞれ約1．74倍・1．99倍に増

加していた．

日小循誌　5（3），1990

表1　昭和62・63年度鹿児島市学校心臓検診

小学1年生 中学1年生

一次検診

対象者

62年一］一A－一一

63年

　7483人一一一一　一一一一一一一一

　7424人
一一一一一一一一一“・

　8727人≡≡≡’・．・⇔←一一一一

　8304人
一一一一一一一一一一「

一次検診

受診者

62年・一一一一一一●

63年

　7455人一一≡一一一一一一一一一一

　7394人

99．6％一一一一一一一一“－

99．6％

　8709人一一一一．・一・一一一一一

　8269人

99．8％’一一＝一一一一一一一

99．0％

二次検診

対象者

62年≡一一←一一

63年

　109人一一，，一←一一≡≡≡一一

　154人

1．5％一一一一一一一一一一●

2．1％

　177人一一A－一一一一一一一一一

　199人

　2．0％一一一，一一■’≡’

　2．4％

二次検診

受診者

62年A”一一一

63年

　104人一一一一一一一一一，≡，，

　142人

95．4％一←一一≡一一一“会

92．2％

　173人・．、一・●≡一一一一一一

　185人

97．7％一一一一一一一一一一・

93．0％

不整脈者

62年

魯≡一一，■一・

63年

　　55人
（女子23人）←’一一一一一一一一≡一’

　　53人
（女子26人）

0．74％≡■一一一一一一一香

0．72％

　112人
（女子49人）一≡一≡≡≡≡一■■一一一

　118人
（女子42人）

1．29％’皐’，一一一一≡－

1．43％

合　　計 108人／14849人
　　　　　0，73％

230人／16978人
　　　　　1．35％

表2　昭和62・63年度鹿児島市学校心臓検診にて発

　見された不整脈の内容

不整脈分類
小学1年生 中学1年生

（人） ％

全心＊

　％ （人） ％

全心＊

　％

房室ブロック

　　　1°

　　　II°

11

0

0．07

0

0．22

0．01

54

6

0．32

0．04

0．23

0．02

完全右脚ブロック 22 0．15 0．19 24 0．14 022

期外収縮

　　　上室性

　　　心室性

39

22

0．26

0．15

0．12

0．16

46

62

0．27

0．37

0．13

0．26

WPW症候群 8 0．05 0．06 18 0．11 0．09

PR短縮 0 4 0．02 0．08

房室接合部性調律 1 0．01 3 0．02

房室解離 0 7 0．04

その他 4 0．03 3 0．02

＊全心：全員心電図方式32万人（律田ら8））

　1．不整脈の内容

　小学1年生・中学1年生ともに心室性・上室性の期

外収縮が多く，以下1度房室ブロック・完全右脚ブロッ

クが多数を占め，完全右脚ブロックを除いて，中学1

年生が小学1年生より高頻度となっていた．津田らの

報告8）と比較すると，小学及び中学1年時の上室性期

外収縮と中学1年時の房室ブロック・心室性期外収縮

がやや高い頻度であった（表2）．

　この2年間では，心室性期外収縮のshort　runやR
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56・57年時不整脈有所見者

　　　　139名

↓

62・63年時不整脈有所見者

　　　　230名

↓

6年前追跡可能例

　　153名

表4　6年後に新たに認められた不整脈

6年後追跡可能例

　　104名

↓（62．5％）↓（37．5％） ↓（25．5％）↓（74．5％）

正常例　65名　不整脈有所見者　39名　　6年前正常　114名

図2　6年の経過で追跡可能例における不整脈の変化

VPC 37例

APC 32例

1°A－Vblock 20例

CRBBB 10例

WPW症候群 6例

II°A・V　block 3例

房室解離 3例

房室接合部性調律 2例

PR短縮 1例

計 114例

表3　6年後に認められなかった不整脈

VPC 26例／33例

APC 15例／15例

1°A－Vblock 3例／15例

異所性調律 13例／13例

WPW症候群 4例／12例

PR短縮 4例／6例

計 65例／104例

on　T，洞不全症候群，　QT延長症候群のような危険な

不整脈は発見されず，全例3－E一禁以下の管理区分9）で

あった．

　2．不整脈の追跡調査

　昭和56・57年度の心検にて，小学1年生で器質的心

疾患を有さない不整脈有所見者は139人で，この中で

104人が6年後（昭和62・63年度）の中学1年時の心電

図を追跡可能であった．－65人（62．5％）は心検での心

電図上不整脈が認められず，残り39人（37．5％）が不

整脈有所見者として中学1年時にも見出された．

　昭和62・63年度の中学1年生で不整脈有所見者は230

人で，このうち153人が6年前の心電図（56・57年度分）

を追跡する事ができた．このうち114人は6年前の小学

1年生時の心電図は正常であり，よってこの114人

（74．5％）が6年間の間に新たに出現した不整脈と推測

された（図2）．

　小学1年時に存在していて，中学1年時には心検で

の心電図上記録されなかった不整脈としては，心室性

期外収縮が多く，33例中26例（78．8％）であった．上

室性期外収縮は小学1年時に認められた15例すべて

が，6年後の心電図では記録されなかった．異所性調

律も13例すべて，WPW症候群では12例中4例
（33．3％），その他のPR短縮では6例中4例（66．7％）

が記録されていなかった．一方，1度房室ブロックで

表5　6年後も持続した不整脈の内容

小　学　1　年 中　学　1　年

1°A・Vblock（12例）　　　　　　　　　　　　　　→

　PR　interval：0．21±0．02sec

　　　　　　　　　　l

1°A・Vblock（12例）

　PR　interva1：0．28±0．06sec

＊　　　　　　　　　　　　1

PR短縮　　　　　　（2例） →PR短縮　　　　　　（2例）
　　　　　　　　　　　　　　　lCRBBB　　　　　（9例）　→CRBBB　　　　　（9例）

　　　　　　　　　　　　　　　lWPW症候群　　　（8例）　→WPW症候群　　　（8例）

VPC　　　　　（4／51心拍）

VPC
VPC　　　　　（10／47心拍）

VPC　　　　　（2／11心拍）　→

VPC　　　　　（4／51心拍）

VPC　　　　　（1／51心拍）

VPC　　　　　（3／48心拍）

VPC　　　　　　（1／8心拍）

VPC　　　　　　（1／10心拍）

VPC　　　　　　（1／10心拍）

VPC　　　　　　（3／13心拍）

VPC　　　　　　（2／32心拍）

APC
I6　A・V　block

間歓性SVT　　　　　（1例）
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　（1例）

＊p＜0：01

は15例中12例（80％），完全右脚ブロックでは全例が6

年後の心電図でも存続していた（表3）．

　小学1年時に正常で，6年後の中学1年時に新たに

出現していた不整脈としては，心室性期外収縮が最も

多く，以下上室性期外収縮・1度房室ブロック・完全

右脚ブロック等が上位を占めていた（表4）．

　小学1年時と中学1年時の心検の心電図でともに不

整脈を有していたものは39人であった．1度房室ブ

ロックが最も多く12例で，すべてがPR　interva1は長

くなっており，12例の平均では0．21±0．02secから

0．28±0．06secに延長していた（p＜0．01）．しかし，1

度房室ブロックから2度またlx　3度房室ブロックへの

移行例は認められなかった．

　完全右脚ブロック，WPW症候群はそれぞれ9例，

8例が6年後の心電図でも存続していた．但し，WPW

症候群ではA型からB型への変化例が含まれてい
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た．

　小学1年時に心室性期外収縮をみとめた7例のうち

5例は6年後の中学1年時にも心室性期外収縮が検出

されていたが，2例は心検での心電図上心室性期外収

縮は認められず，それぞれ上室性期外収縮，1度房室

ブロックの所見を呈していた．

　小学1年時には間欠的上室性頻拍を呈し，中学1年

時には房室ブロックを伴う間欠的上室性頻拍の所見を

示したものが1例認められた（表5）．

　　　　　　　　　　考　　察

　学校における心臓検診の目的1°）は，無症状に経過し

ている種々の先天性・後天性心疾患や不整脈児を発見

し正しい診断をつける事，および検診前より心疾患を

有する者については，その疾患の再評価を行い，その

もとで適切な治療管理を行って，心疾患児に学校にお

いてもっとも適当な環境をあたえよりよい教育を受け

られる様にすることである．

　我が国では，学校管理下における突然死が毎年約110

名前後みられており，その80％は心臓死とされてい

る1’）．学童突然死例の剖検診断によると，心筋炎・急性

心機能不全が多数を占め，いずれも不整脈がその直接

の死亡原因と推測されている11）．

　心検の不整脈の頻度については，これまでに行われ

た各地域での心検をもとに報告されているが，津田

ら1）は不整脈の頻度を，小学1年で1．59％，中学1年生

で1．93％としている．保崎ら5）は小学1年で0．67％，新

村ら3）13）は5歳児で0．65％，中学1年生で1．73％，安部

ら4）は小学1年で0．48％，中村ら6）は0．28％と報告して

いる．不整脈の頻度は加齢とともに増加してゆく傾向

が指摘されており13），我々の昭和62・63年度の心検結果

でも，中学1年で小学1年のそれぞれ約1．74倍・1．99

倍に増加していた．

　今回，小学1年生時の不整脈が，6年後の中学1年

時にはどのように変化したかを，同一症例について比

較検討した．小学1年時の不整脈のうち6割は中学1

年時には認められず，6年後も存続しているのは4割

弱であった．その内容をみると，従来予後良好とされ

ている上室性期外収縮や異所性調律が，全例6年後に

は認められなかった．一方，1度の房室ブロックはそ

の8割は存続し，かつPR　intervalが健常者でみられ

る延長14）以上に延長していた．同症例のPR　interval

について，さらに3年後の高校1年時の心検心電図で

の検討が必要と考えられる．

　また，中学1年時の不整脈有所見者のうち6年前よ
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り持続していたものは，全体の4分の1にしかすぎず，

残りの4分の3は6年の間に新たに出現したと考えら

れるもので，小学生の時期には新たな不整脈が出現し

易く，日常診療において注意が必要と思われる．

　不整脈の診断には，心電図記録時間が問題となり，

24時間心電図では非常に高率に不整脈が検出される事

が報告されている15）．心検での心電図は，短時間に多数

の児童・生徒から記録しなくてはならないため，その

記録時間は短くならざるを得ない．心電図自動解析器

導入以後はさらに短くなってきており，個々の症例に

よっては見逃されてしまう不整脈（特に期外収縮など）

も多いと予想される．しかし，同一の条件のもとで経

時的に同一症例の心電図の変化を追跡する事により，

集団としての不整脈の予後，或いは変化が次第に明ら

かになってゆくものと思われる．特に，従来危険性の

ないと思われている不整脈がどのように変化してゆく

か，危険な不整脈への移行はないかなども，より明ら

かになってゆくであろう．さらに，この集計結果をも

とに，不整脈児の定期的フォローアップの間隔など管

理指導についても，より充実したものとなってゆく事

が期待される．

　　　　　　　　　　結　　語

　鹿児島市において実施された学校心臓検診での心電

図を用いて，小学1年生から中学1年生の間の不整脈

の変化を検討した．今後高校1年生までの追跡調査を

行う予定である．

　最後に，鹿児島市学校心臓検診において御協力いただい

た鹿児島市医師会検診委員の先生方，また，資料の収集・整

理に御尽力いただいた鹿児島市医師会事務局の方々に深謝

いたします．

　尚，本文の要旨は，第24回日本小児循環器学会総会および

日本循環器学会「若年者心疾患の予防と管理に関する研究

班」の第1回研究会に於いて発表した．
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AFollow　up　Study　of　Arrhythmia　of　School・Age　Children－Changes　of

　　　　　Arrhythmias　of　the　Same　Children　During　6　Years一

Syozo　Oku，　Masao　Yoshinaga，　Yukiharu　Kono，　Makoto　Nakamura，　Sogo　Aihoshi，

　　　　　　　Yuichi　Nomura，　Tsutomu　Haraguchi，　Hiroyuki　lnoue，

　　　　　　　　　　　　Eiji　Yamamoto　and　Koichiro　Miyata

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yausmitsu　Baba

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Kagoshima　Medical　Association　Hospital

　　　　　　　　　　　Katsura　Arima　and　Masato　lmamura

　　　　　　　　　　　　　　Kagoshima　Medical　Association

　　The　heart　disease　screening　system　for　school－age　children　has　developed　in　almost　all　areas　in

Japan．　At　Kagoshima　city，　the　screening　system　for　primary　school　children（the　first　graders）was

started　in　1979，　and　the　system　for　junior　high　school　children（the　seventh　graders）was　started　in

1985．

　　Electrocardiograms（ECGs）of　schoo1－age　children　who　had　not　any　congenital　nor　acquired　heart

diseases　were　examined　about　the　arrhythmia　and　the　sequential　change　of　arrhythmia　in　the　same

child　in　both　1987’s　and　1988’s　screening　results　at　Kagoshima　city．　Subjects　were　14，849　first　graders

and　16，978　seventh　graders．　Frequencies　of　arrhythmias　seen　in　the　seventh　graders　in　1987　and　1988

were　1．74　and　1．99　times　as　much　as　those　seen　in　the　first　graders，　respectively．

　　With　regard　to　the　frequency　of　the　arrythmias　in　the　same　children　from　the　first　grader　to

seventh　grader，60％of　the　arrhythmias　at　first　grader　had　disappeared　6　years　later．　Seventy－five

percent　of　arrhythmias　have　appeared　newly　at　the　seventh　grader．　In　children　who　had　arrhythmias

at　both　graders，1st　degree　atrio－ventricular（AV）block　was　high　in　frequency，　and　the　average　of　PR

interval　increased　from　O．21±0．02　to　O．28±0．06　seconds（mean±SD）．

　　These　data　show　that　it　is　important　to　follow　the　ECGs　in　the　same　children　to　check　the　change

and　grade　of　the　arrhythmias．
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