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会場佐賀医科大学看護学科
1．フォンタン手術待機中に高周波カテーテルアブ

レーションを施行した房室回帰性頻拍（AVRT）例

抵抗性のPSVTはフォンタン手術の危険因子になり，
術前に治療されることが好ましい．本例の様な複雑心

奇形を持つ小児例でもCAは可能であり，考慮される

福岡市立こども病院循環器内科

牛ノ濱大也，線崎直樹
佐川 浩一，本田
恵
上室性頻拍症（PSVT）のためフォンタン手術が憂慮

べき治療法のひとつと考えられた．

2．後中隔副伝導路を有する潜在性WPW症候群
にカテーテルアブレーションを施行した1例
岐阜大学小児科1），近畿大学心臓小児科2）

されていた患児に対し高周波カテーテルアブレーショ

山田

ン（CA）を施行し副伝導路（AP）を焼灼し得たので

近藤

報告する．

症例：11歳男児．診断，共通房室弁，右室低形成，

浩子1）加藤
直実1｝中村

義弘D岡本

博之1）

好秀2｝福原

仁雄2｝

頻拍発作を有するWPW症候群に対しての心臓カ

肺動脈狭窄，右胸心．7歳時に両側両方向性グレン手

テーテルアブレーションの適応は小児においても広ま

術が施行されている．5歳よりPSVTが出現しCa拮

り，なかでも顕性WPW症候群ではその確実性が高く
なってきた．しかし潜在性WPW症候群では電気生理

抗剤，βblocker，

disopyralnideを服用していたが，

頻拍発作を繰り返すため，心臓電気生理学的検査

学検査の評価が難しく，とりわけ後中隔副伝導路では

（EPS），CAを目的に入院．安静時12誘導心電図では88

アプローチ法や完全房室ブロックの危険性等によりア

bpmの洞調律でRBBB型のQRSを認め，

ブレーションが困難である．

PR時間の

延長を認めた．左右大腿静脈より高位右房（HRA），共

今回，我々は後中隔副伝導路の潜在性WPW症候群

通房室弁輪に，大腿動脈より逆行性に心室に電極カ

にカテーテルアブレーションを施行し成功したので報

テーテルを留置した．またmapping及びCA目的に大

告する．

腿静脈より通電用電極カテーテルを房室弁輪に留置し

症例は13歳の女児．6歳時に頻脈発作が出現するが，

た．HRAからの期外刺激により再現性をもって頻拍
の誘発が可能であった．誘発された頻拍のQRS波形
は洞調律時と同じであった．心室からの期外刺激で

以降発作もなく無投薬にて経過観察されてきた．13歳

VA時間はほとんど延長しなかった．頻拍中の心房最

pathway

早期興奮部位は房室弁左側下部でH波記録部位と離

し，VAブロックにより終了した．

れており，APを逆伝導し，房室結節を順伝導する

になり頻脈発作が度々出現するようになりアブレー

ションの適応とした．アブレーションはaccessory
potential電位が記録される後中隔にて施行

後中隔副伝導路の潜在性WPW症候群においても，

AVRTと診断した．心室pacing中VA時間51msec

慎重に行うことによりアブレーションが有意義である

の部位に対し弁上アプローチでCAを施行し，室房伝

と思われた．

導は消失した．CA

30分後，心室pacingで室房伝導は

認めず，Isoprotereno1投与下にHRAからの2発まで

3．薬剤抵抗性房室回帰性頻拍の原因と治療
近畿大学心臓小児科
中村

の期外刺激で頻拍は誘発されなかった．現在抗不整脈

薬無投与下でPSVTの再発なく，フォンタン手術待機
中である．

考案：フォンタン循環では頻拍が生じると心拍出量
が低下し術後の死亡原因となりうる．したがって薬剤

仁雄，横山

達郎

増悪する症例もある．このような性状を有したWPW
症候群の3例を提示し，その原因と治療方針について

考察する．症例1は1歳WPW症候群．頻拍発作予防

別刷請求先：（〒849−8501）佐賀市鍋島5−1−1

佐賀医科大学看護学科臨床看護学
田崎

好秀，福原

規則的な正常QRS波形の上室性頻拍の治療には，
房室結節を抑制する薬剤が使用されるが，稀に頻拍が

のためジゴキシンを服用するが，結節性期外収縮から

考

容易に頻拍に移行した．症例2は8歳潜在性WPW症
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候群．頻拍は洞調律から容易に発生し，またATP投与

れた．また，HRA

後に頻拍が誘発された．左室側壁に伝導速度の遅い房

chycardiaが誘発された．最初はCLBBBを呈する

室副伝導路を証明した．症例3は23歳潜在性WPW症

wide

候群．9歳の時から薬剤抵抗性頻拍発作があり，房室

た．long−R−P

結節抑制剤投与後に結節補充収縮から容易に頻拍に移

paraHisian

行し，頻拍停止に数時間を必要とした．薬剤抵抗性頻

否定された．long−R−P

拍は，結節性収縮，房室副伝導路の遅伝導性，洞機能

paradoxical

障害などが原因と考えられる．治療薬剤の催不整脈作

RV

用も一因となる．アブレーションは治療に極めて有用

diaはuncommon

であった．

4．心室頻拍から細動への移行を確認された17歳男
児失神例

QRS

rapid

pacingにてlong−R−P

tachycardiaでその後narrow
tachycardiaの最早期はCS

pacingで，

accessory

ta−

QRSとなっ
ostiumで，

pathwayの存在は

tachycardia中にPVCによる

captureは認めなかった．

tachycardiaは

pacingで停止した．以上より，long−RP

tachycar−

AVNRTと判断した． HRA pacing
にて誘発された，CLBBBパターンのtachycardiaは
HV短縮等のMahaim様性質は示さず，変行伝導と推

定された．

結論：wide

九州大学小児科

QRS

tachycardia（CLBBB）からnar−

井上

和彦，五十嵐久二

row

大野

拓郎，福重淳一郎

を経験した．電気生理検査により，uncommon

症例：17歳男児，13歳時マイコプラズマ心筋炎心室
頻拍症と診断．その後，抗不整脈薬（クラスIb，

Ic，

II）を使用したがコントロール不良．本年6月早朝，学

QRSへ移行するlong・R−P

tachycardiaの男児例

AVNRTと診断された．
6．Congenital

junctional

ectopic

tachycardia

の1例
口本大学医学部小児科

校で失神し当科へ緊急入院．

経過：入院後非持続性心室頻拍は継続．抗不整脈薬

住友

直方，佐藤

良行，三沢

正弘

（クラスIc）によるQT延長もあったためβ一blocker

唐沢

賢祐，能登

信孝，岡田

知雄

のみに変更．7／10

原田

研介

18：45突然失神．24時間の記録に

よると心室頻拍から細動を繰り返し最終的に15秒の
Asystoleを経て回復，計145秒．神経学的な後遺症は認

日齢3の男児．出生前から頻拍を認め，在胎39週3
日帝王切開で出生した．出生後の頻拍数は240／分で

めなかった．その後高周波カテーテル焼灼術施行，明

あった．心電図では房室ブロックを伴ったnarrow

らかな不整脈の減少と2連発の単形性心室性期外収縮

QRS

のみに改善した．

分）を認めた．日齢3に経食道ペーシングによる電気

考察：心室細動は，心電図上奇異な波形とリズムは

tachycardia（心房拍数は125／分，心室拍数は188／

生理学的検査を行った．心房頻回刺激ではQRS波に

無秩序かつ規則性を全く持たない心室の興奮と定義さ

融合収縮がみられず，overdrive

れ，数分で死に至るとされている．今回のエピソード

た．また頻拍停止後の電気生理学的検査で房室伝導曲

suppressionを認め

は，心室細動の時間は短く心拍出量が保たれていたも

線に不連続が認められず，刺激による頻拍の誘発停止

のと考えられる．焼灼術は有効であったが今後も注意

ができなかった．安静時にATPを投与したところ房

深い経過観察が必要である．

室解離を認めたが頻拍は持続した．また，洞調律時の

5．wide

QRS

（uncommon

tachycardiaを起こすAVNRT

type）の1例

より，junctional

啓子，茶堂

新垣

義夫，神谷

ectopic

tachycardiaと診断した．心

エコー上器質的心疾患を思わせる所見は認められな

国立循環器病センター小児科
豊原

QRS波型と頻拍中のQRS波型は同一であった．以上

宏，大内

秀雄

哲郎

かった．プロプラノロール，ジゴキシン，ジソピラミ
ド，メキシレチンをそれぞれ投与したが頻拍のレート

症例：症例は13歳男子．5歳から頻拍発作を認め，

を若干低下させただけで停止効果はなかった．フレカ

抗不整脈薬の投薬をうけていた．心電図は，narrow

イニド投与3日目に洞調律となり，有効と思われた．

QRSからwide

QRSへ移行し，再びnarrow

QRSと

7．胎児期に発症した新生児心房粗動の1例一ジゴ

なって自然に停止した．以後も頻拍発作を認めるため，

キシンの母体投与が無効であったが，患児への直接投

電気生理検査を施行した．

与が有効であった1例一

結果：RV

pacingにてcommon

AVNRTが誘発さ

慶鷹義塾大学医学部小児科
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前田

潤，福島

裕之，上田

秀明

しなかったがHR80〜90bpmへ上昇，カルグート内服

徳村

光昭，石原

淳，市川

知則

開始とした．1カ月時に施行した電気生理学検査では，

井ノロ美香，山口

禎章，関口進一郎

HV

林田

一成，小島

およびIASではpacing不可能，

慎哉，池田

好文

30msec，

A波は検出されなかった．RA

RV

HRA

pacingには反応

が認められた．以上より，胎内発症したPersistent

慶雁義塾大学医学部産婦人科
田中

time

守，宮越

敬

Atrial

Standstillと診断した．5カ月時にASD

clo−

症例は，妊娠28週に胎児エコーで心拍数230bpmの
上室性頻脈と診断された．母体ヘジゴキシン投与（2

sureを施行，術中所見では，右心耳の一部を残して右

mg／日静注）が行われ，血中濃度は1．2〜1．8ng／mlま

変色していた．右室の一部も菲薄・線維化を呈してい

で上昇したが，頻脈の改善は認められなかった．母体

た．生検では右房で心筋細胞の欠如・線維化，右室で

に嘔吐が出現したため，ジギタリス中毒の可能性も考

心筋細胞における横紋の消失，単球浸潤および一部に

え，ジゴキシンを中止し，妊娠30週からフレカイナイ

phagocytosisを認めた．現時点で病因は不明である

ド投与（200mg／日）に変更した．開始後数日で胎児の

が，炎症・胎内での低酸素・心筋細胞のagenesisなど

心拍数は170bpmに減少し，胎児エコー上も明らかな

が病因として考えられる．胎児期発症例は非常に稀で

異常所見が認められなかったため，妊娠を継続した．

あり，報告する．

37週3日に全麻下帝王切開で出生し，明らかな心奇形
は認められなかったが，生直後から2：1伝導で，心拍

房は広範に菲薄・線維化を示し，正常に比較して白く

9．若年発症の持続性心房停止（persistent

atrial

standstil1）

数150bpmの心房粗動が出現した．日齢1に180bpm以

北海道立小児総合保健センター循環器科1），

上の粗動となり，児のフレカイナイド血中濃度の減少

同

胸部外科2），同

病理3）

により，頻脈が増悪したことが推測された．同日ジゴ

高室

基樹1）東舘

義仁1）津田

キシン急速飽和を開始し，計2回，合計0．03mg／kgま

菊地

誠哉2）横山

繁昭3）

で筋注後，3：1，4：1伝導となり，0．01mg／kg／日の内

服へ変更した．日齢3に心房粗動は消失し，以後洞性
調律であった．現在生後3カ月で，ジゴキシンの内服

哲哉1）

心房停止は心房の興奮性が機械的にも電気的にも消
失した状態である．

症例は14歳の女児．2年前の心電図では冠静脈洞性

を継続しているが，不整脈は認められていない．胎児

調律であった．インフルエンザ感染時に徐脈を指摘さ

期に発症した上室性頻脈に対して，母体へのジゴキシ

れ，12誘導心電図はP波のない接合部調律（心拍数45／

ン投与が無効であっても，出生後児への直接投与は有

分）であった．アトロピンには無反応で，イソプロテ

効である場合がある．ジゴキシンは，新生児に対する

レノール負荷と運動負荷で心拍数はそれぞれ160％，

投与法が確立されており，まず最初に試みるべき薬剤

140％まで増加したがP波は出現しなかった．心臓カ

である．

テーテル検査では心係数2．21／min・m2，

8．胎内発症した新生児洞停止の1例

RVEF

長野県立こども病院循環器科，心臓血管外科＊

水上

愛弓，里見

岩崎

康，原田

滝口

信㌔荒井

6カ月女児．在胎42W2d，

BW

元義，安河内
順和＊，竹内

聰

敬昌＊

098g，

65％，

55％であった．右房収縮は圧測定，造影で観察

されなかった．右房の心房興奮波は検出されず，ペー
シング（7V）にも無反応であった．右室ペーシング（1

V）で右室は良好に反応したが，右房興奮波は出現しな

かった．心房性ナトリウム利尿性ペプチドは10ng／ml

洋志＊
3，

LVEF

Apgar

（1分）にて出生．妊娠6カ月時より胎児徐脈（FHR

9点

以下であった．ステロイドパルス療法は無効で，徐脈

60

が進行したため（心拍数が平均33／分，最少26／分），ペー

bpm）と胎児水腫を指摘されたが，胎児水腫は妊娠

スメーカー（VVIR）管理とした．以後良好に経過して

38〜39週頃に自然軽快した．出生後チアノーゼ，徐脈

いるが，9カ月の時点でもP波の出現はない．
心内膜心筋生検で，右房に線維化，右室に軽度の炎

のため当院NICU入院となった．入院時HR 50〜70
bpm，食道誘導心電図でもp波はみられなかった．心

症細胞浸潤を認めたが，心筋症やアミロイドーシスは

エコー上ASDがあり，R−Lシャントが認められた．ホ

否定された．抗体価の上昇からインフルエンザ感染は

ルター心電図ではMin

確定し炎症細胞浸潤もこれに起因するものと思われた

HR

54bpm，

Max

R−R

1，250

msecであった．イソプロテレノールでもp波は出現

が，心房停止との因果関係は不明であった．
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10．頻発する2：1洞房ブロックを主徴とする小児期

北澤

玲子，星野

全房室ブロックに移行した．電気生理検査を施行した
にて室房伝導とそのjump

埼玉県立小児医療センター循環器科
潔，上原

第4号

ところブロック部位はHVブロックで，また心室刺激

洞不全症候群の中期予後について
小川

第14巻

里程，菱谷

隆

up現象を認めた．

12．基礎心疾患を伴わない完全左脚ブロック
（CLBBB）の長期予後の検討

健司

小児期の洞不全症候群は比較的稀な疾患であり，ま

大垣市民病院小児循環器科
大橋

とまった報告も少なく不明な点も多い．器質的心疾患
を有さない無症状の小児に合併する2：1洞房ブロック

直樹，西川
西端

に気づかれた例である．合併症としては，ダウン症が

1例，ターナー症候群で間歌的なWPW症候群を合併
しているのが1例であった．初診時年齢は3歳4カ月
から10歳6カ月までで，経過観察期間は3年10カ月か

宣生

健司，長嶋

正實

名古屋大学小児科

の予後について検討した．

対象は5例で，いずれも検診や発熱時に偶然不整脈

浩，田内

社会保険岐阜病院

長谷川誠一

今回，我々は基礎心疾患を伴わない完全左脚ブロッ

ク（CLBBB）の長期予後について検討した．対象は4
例で，全例学校検診で指摘され精査となった．男女比
は，1：3．初診時年齢は7〜13歳（平均9歳）で，フォ

ローアップ期間は9〜11年（平均9年）で，既往歴で

ら9年4カ月までの平均6年9カ月である．
5例のうち4例は頻発する2：1洞房ブロックが持続

ギランバレー症候群（GBS）に罹患した1例では，心

し，他の不整脈は出現しなかった．しかし，初診時10

臓カテーテル検査，心筋生検，心筋シンチを施行した

歳6カ月の症例は2年1カ月後に胸部不快感を訴えて

が，異常所見は認めなかった．他の3例も精査の結果，

来院し，心房粗動が認められた．心房粗動停止後のホ

基礎心疾患を認めなかった．4例いずれも標準12誘導

ルター心電図で6秒の洞停止が認められ，ペースメー

心電図でA波は認めなかった．GBS罹患例は経過観
察開始6年後より心室性期外収縮（PVC）の出現を認

カー植え込み術を行った．

小児期の2：1洞房ブロックの多くは中期的には変化

めた以外，現在迄，著変を認めていない．全例共，ト

がなく自律神経系の関与が考えられた．しかし，一部

レッドミル運動負荷テストが施行され，正常反応で，

には悪化しペースメーカー植え込み術を必要とする洞

全例管理区分は3E可であった．

不全例もあり，長期的な経過観察が必要である．

11．心電図異常の経過観察中に完全房室ブロックを

CLBBBは基礎心疾患を有することが多く，その疾
患により予後が不良な場合が多いといわれているが，

基礎心疾患を伴わないCLBBBで予後良好な場合が

呈した1例
東京都立墨東病院小児科1），日本大学医学部

ある可能性が示唆された．

13．川崎病後心筋梗塞で2種類の心室性期外収縮が

小児科2）

大塚

正弘り住友

直方2）関

谷口

和夫1）原田

研介2）

一郎1）

交互にみられた1症例
九州厚生年金病院小児科

学校心膜検診にて発見された心電図異常の経過観察
中に完全房室ブロックを来した症例を経験した．症例

は16歳の男児．中学1年の検診にて心電図異常（1，
aVL，

II，

aVF，

V5，

V6誘導のST低下）を指摘され

渡辺まみ江，城尾

邦隆，肘井

仮屋園秀彦，弓削

哲二

孝之

症例は10歳男児．4歳時に川崎病に罹患．γ一globulin

大量療法を受けたが両側冠動脈に巨大瘤を形成し，6

た．心エコー，心血管造影，心筋SPECT，心筋生検な

歳時右冠動脈（Seg

ど諸検査を施行したものの有意な所見が得られず，自

した．6時間後のt−PA全身投与とPTCRにより再開

覚症状も認めないため外来にて経過観察されていた．

通したが，10歳8カ月時の心臓カテーテル検査で右冠

16歳時の平成9年4月に安静時にも及ぶ胸部不快感，

動脈の完全閉塞が確認された．経過中再梗塞を疑うエ

1〜2）閉塞による心筋梗塞を合併

易疲労感が出現．心電図では心拍数40／分で2：1の房室

ピソードや心電図変化・2°1Tl心筋シンチの欠損拡大は

ブロックを認め，胸写では心胸郭比が0．59と心拡大を

なかった．

呈していた．硫酸アトロピンの静注は無効でイソプロ

ところで不整脈は9歳時簡易運動負荷後に初めて心

テレノール（ISP）の持続点滴にて房室伝導は1：1に回

室期外収縮がみられ，β一blockerの内服を開始．10歳時

復した．しかしISPを中止すると房室伝導は次第に完

同様の運動でshort

Presented by Medical*Online
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を追加し有効だった．PVCは左軸で連結期は一定，方

遅延の経時的評価

向の異なるQ波のinitialベクトルを持つ，左脚ブロッ

福岡大学小児科

ク型・右脚ブロック型の2種類が，洞性収縮をはさん

福岡大学筑紫病院

で交互にみられた．alternativeとbigeminyの性質を

あわせ持つ本症例でのPVCは，心電図の特徴からも

奥

濱本

邦洋

郁美，山戸

康司

目的：川崎病の急性期には心筋病変による心筋伝導

起源は心尖部中隔1カ所でexitは2カ所，左右交互に

遅延がおこる可能性がある．加算平均心電図により心

伝播していると考えられた．異なる起源であれば2種

筋伝導遅延について検討した．

類のPVCが同じ連結期で規則性をもって出現する可
能性は少ないと思われる．虚血心筋周辺部の緩徐伝

対象・方法：対象は川崎病児32例（男児21例，女児

から，本例の特異なPVCの発生機序はリエントリー

12例．2カ月〜6歳）．方法はART社製のLVP101PC
を用い，XYZの3誘導の電位を300心拍加算し，2方
向性フィルターにて40〜250Hzの周波数成分を濾過

が示唆されたが，triggered

し，Vector

導・運動誘発性・Ib群抗不整脈薬の有効性などの特徴
activityとの鑑別にCa−

blockerのtrialも考慮してよい．

行った．filtered

14．意識消失発作で発見されたカテコールアミン源

性多形性心室性頻拍の4例
清水厚生病院小児科

深澤ちえみ

成海，岩島

黒嵜

健一，斎藤

QRS持続時間（fQRS），

の終末部における40pt

filtered

QRS

V以下の持続時間（LAS），filter−

ed QRS終末部40msec間の平均電位（RMS40）の3項
目を測定した．検査は急性期から回復期にかけて2回
以上行い，LPsの判定とfQRSの経時的変化を検討し

静岡県立こども病院循環器科
金

magnitude法によりTime−domain分析を

覚，田中

靖彦

た．

結果・考察：2例においてLPsが一過性の陽性を示

彰博

カテコールアミン源性多形性心室性頻拍はQT時
間の延長は認めないが，運動時に意識消失を起こす重

した．16例で経過中にfQRSの変化を認めた．川崎病
の急性期には心筋炎を含む何らかの病変が心室伝導遅

篤な不整脈である．われわれは意識消失発作を機会に

延を起こしている可能性がある．

発見された本不整脈4例を経験したので報告する．

症例1は11歳男児で，7歳時に運動時の意識消失発
作をきたし，神経科通院していたが，発作改善なく当

16．Anthracycline系薬剤使用による心電図変化
および不整脈発生の検討

旭川医科大学小児科

科紹介受診．Holter心電図にて2方向性心室性頻拍を
認めた．しかしその後外来通院を中断し，外出先で突

津田

尚也，岡

梶野

真弓，田中

隆治，梶野

浩樹

聡，奥野

晃正

然死した．症例2は15歳男児で，9歳時に最初の意識
消失発作を認め，癩痛として投薬を受けていたが，脳

当科でAnthracycline系薬剤を使用した悪性腫瘍
患児20例について，Anthracycline系薬剤使用積算量

波及びCT検査では異常を認めず運動時に発作を繰り

別に心電図所見，および不整脈発生について検討した．

返したため，15歳時に当科を紹介された．Holter及び

対象患児の平均年齢は9歳，Anthracycline系薬剤

Treadmill検査で多形性心室性期外収縮の頻発を認め

使用積算量は90〜600mg／m2であった．12誘導心電図

た．症例3は7歳男児で，4歳より運動時の失神発作
が，発作が常に運動時に起こるために紹介された．

所見の検討では積算量の増加に伴い1−aVf誘導の
QRS voltageの減少が，また，最大QTc時間と最小
QTc時間の差QTc dispersionの増大傾向が認められ

Holter心電図で運動時に多形性心室性頻拍を認めた．

た．不整脈発生の検討では，心房性期外収縮は積算量

症例4は9歳男児で，8歳時にプールで意識消失発作

に関係なく高率に認められた．また，積算量の増加に

を認め，脳波で棘波を認め神経科で投薬を受けていた

を認め，9歳時に川遊び中にも意識消失発作を認めた．

伴い心室性不整脈および重症型の心室頻拍などの発生

Treadmill及びMaster検査で心室性頻拍を認めた．

頻度が高率であった．

運動時に意識消失発作を認める症例は，癩痛と誤診

補足としてALL

therapy

off

3年後に，運動会のリ

され診断までに長期を要することがあるが，早期診断

レー競争後に突然死した患児の心電図所見，24時間

が突然死の危険性を減少させる上で重要であるため注

Holter心電図所見を提示する．

17．QT延長症候群患者の運動負荷におけるQT

意が必要である．

15．加算平均心電図による川崎病急性期の心筋伝導

Dispersionの変化
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第14巻

第4号

結果：HFの経時的変化では，夜間のHFがS群で

横浜市立大学小児科
横山

詩子，西沢

崇，川名

伸子

有意（p＝0．0093）に低下していた．LF及びLF／HFの

瀧聞

浄宏，佐近

琢磨，山岡

貢二

経時的変化では両群間に有意差は認められなかった

小林

博英，岩本

眞理，安井

清

柴田

利満，新村

一郎

（p＝0．48，

結論：失神を伴うOD患児の夜間心臓迷走神経活動

目的：先天性QT延長症候群（LQTS）においてQT
dispersion（QTD）の増大が報告されている．運動負

荷がQTDに及ぼす影響を測定し，運動のTdP発生へ

は正常より低下している可能性がある．

19．運動負荷中心拍変動の周波数スペクトラム解析
の試み
長野県立こども病院循環器科，臨床検査科＊

の関与について検討した．

方法：運動誘発性LQTS

p＝0．76）．

8人，平均年齢19．5歳，男／

女＝3／5，無症候性QT延長8人，14．5歳，男／女＝4／
4，正常群8人，17．8歳，男／女＝5／3，に対し最大心拍

安河内

聰，滝沢

岩崎

康，水上

洋子＊，里見

元義

愛弓

背景：心拍変動は種々の疾患や病態で影響され，特

180／分を目標に3分間の走行負荷を施行し，安静時，

に交感神経一副交感神経の緊張のバランスを反映する

負荷後1分，3分，6分の臥位標準12誘導心電図を50
mm／secで記録した．各々6誘導以上で連続する3心

ことが知られている．

拍でQT間隔をDIGITIZERで計測し，各誘導のQTc

を周波数スペクトラム解析（PSD）を用いて検討する

平均値についてQTDを測定し分散分析で統計処理し

こと．

目的：運動負荷時の心拍変動（HRV）に与える影響

対象：トレッドミル運動負荷（TMET）を行った小

た．

結果：LQTSで運動誘発性失神を呈する群のみ負
荷後3分の有意なQTDの増大が認められた．
結語：運動負荷後のQT延長に伴って再分極過程

児35例（男24：女11）年齢5〜20歳（平均10．5±3．9歳）

で先天性心疾患5例，同術後6例，川崎病12例，不整
脈9例，その他3例である．

エントリーの素地を作りTdP発生への関与が示唆さ

方法：Bruce法でTMETを施行し，負荷中の心電
図のR−R間隔データをNEC PCKM153に取り込み

れた．

MEM

のばらつきが増大することが示され，これが機能的リ

18．失神を伴う起立性調節障害児における自律神経

Calc

ver

2．0で1分毎のPSDを行った．周波数

区分はVLF（0．015〜0．04Hz），

HF（0．15〜0．4Hz），

活動の検討

安田東始哲，長野

美子，生駒

西端

正實

雅信

宣生，大橋

15Hz），

HFは5／35で増加した．運動負荷後回復期に17例で
LF／TFは前値に復すか増加したが18例で低下した．
回復期LF／TF低下群中3例で期外収縮の増加（2）・非

大垣市民病院小児循環器科
田内

．

結果：全例運動中，TP・LF・HFは低下したがLF／

名古屋大学医学部小児科
健司，長嶋

LF（0．04〜O

TP（0．015〜1．OHz）とした．

直樹，西川

浩

Background：神経調節性失神に対する心拍変動ス

持続性心室頻拍（1）がみられた．

結語：運動負荷中は心拍の変動は少なくなりTP，

ペクトル解析を用いた自律神経活動の分析が試みられ

LF，

ているが，起立性調節障害（OD）児に対する報告はま

離する例がある．この運動によるLF／HF，

だ少ない．

変化は運動関連の不整脈の発生に何らかの関連がある

目的：ODにおける自律神経活動を明らかにするこ

HFは低下するが，回復期にLF，

HFの変化が解
LF／TPの

可能性が示唆されたが，まだ症例数が少なく今後さら
なる検討が必要である．

と．

対象：失神あるいは前失神の既往のあるOD患児
（S群）4例と年齢及び性が一致した対照（C群）4例．

方法：Holter

ECGから就寝前，午前0時，起床前

20．小児心疾患児の心拍変動と圧受容体感受性の関
連

国立循環器病センター小児科

後，午前8時の各10分間において，最大エントロピー

大内

秀雄，吉村

法（Mem

新垣

義夫，神谷

Calc

HFを算出し，

Pro

ver．2．5）を用いてLF，

two−way

により比較検討した．

repeated

HF，

measures

LF／

ANOVA

健，小野

安生

哲郎

目的：小児心疾患児の心拍変動（HRV）と圧受容体
感受性（BRS）の臨床的意義の検討．
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対象，方法：CHD

106例（ASD

28例，

VSD

11例，

右室流出路再建術後28例，フォンタン型術後22例，そ

考察：右室圧負荷群の所見は負荷によりAPDが短
縮するという従来の報告を反映するものと思われる．

の他17例），川崎病既往者25例であった（年齢18〜32

容量負荷群では右室の伸展が局所的（特に右室流出路

歳）．HRVから高周波成分，高周波／低周波の対数表示

付近）にAPDの変化を強くきたしたものと考えられ

を求めた（log

た．

HF，

log

L／H）．

BRSはフェニレフリ

ン静注法から測定した．同時に血漿ノルエピネフリン

22．エンジェルウィングスASDオクルーダーシス

（NE）を測定し，53例では1131−MIBG心筋シンチグラ

テムによる心房中隔欠損閉鎖術前後の体表面電位図の

フィーから後期心筋集積度（H／M）を求めた．またア

変化

国立循環器病センター小児科

トロピンによる副交感神経活動度（PSA）を測定した．

結果：BRSのH／Mとの相関係数は0．55でlog HF
の0．41より高かった．CHDではBRSはH／Mと相関

清水

したが，log

茶堂

HFはH／M比と相関がなかった．

H，NEはH／M比と相関はなかった．
の相関係数は0．86でlog

BRSとlog

log

桑原

L／

BRSとPSAと

HFの0．73より高かった．

HFの相関係数はO．65であった．各疾患別

では川崎病既往者，ASD術後で両者に関連は見られ
ず，VSD術後，右室流出路再建術後，フォンタン術後

博，神谷

一郎

公一，吉村

健

宏，平海

良美，豊原

啓子

田里

寛，大内

秀雄，新垣

義夫

越後

茂之，神谷

哲郎

＊清恵会病院小児科

エンジェルウィングスASDオクルーダーシステム
により心房中隔欠損（以下ASD）閉鎖術を行った患者

5名（年齢5歳〜13歳，男児3名，女児2名，Qp／Qs

群では有意な相関が見られた．

総括：HRVに比較しBRSは心臓自律神経障害の

は1．8から3．3，RVEDVは144から163％of

normal）

を対象にASD閉鎖術前後の体表面電位図の経時的変

程度を良く反映する．

21．Activation

厚，鈴木
俊男＊，西田

Recovery

Intervalによる小児右

室負荷心疾患再分極変化の検討
東京医科歯科大学小児科1），同

難治疾患研

直己1）浅野

脇本

博子1）平岡

方法：ASD閉鎖術前，1日後，2日後，1週間後，
2週間後，1カ月後，3カ月後にVCM 3000を用いて
山田らの方法に従い体表面電位図検査を行った．ST−

究所循環器病部門2）
泉田

化を検討した．

優1）西山

光則1）

T等積分値図（1−MAP），正常との差のST・T等積分値
図（Departure

昌和2）

緒言：小児では，右室負荷により心電図上再分極の

I−MAP），閉鎖前後の差のST−T等積分

値図（Subtraction

I−MAP；各誘導点毎の閉鎖後の積

変化が認められる．QRST積分値図はその変化を感度

分値，閉鎖前の積分値）を求めてASD閉鎖術前後の再

よく検出できることを昨年報告した．本研究は，右室

分極過程の変化を検討した．

負荷による再分極変化の特徴を明らかにし，その成因
対象・方法：年齢1〜5歳のPS

DCRV

3例，

ASD

結果：1）ST−T

I−MAPでは左前胸部の正領域が閉

鎖前後でわずかに等高線の増加を示し変化した．2）

を追求することを目的とする．

10例，

TOF

4例，

12例の体表ARI（Activation

ST−T

Departure

I−MAPでは閉鎖前から3カ月後ま

で大きな変化は認めなかった．3）ST・T

Subtraction

lnterval）の分布について同年齢層の正常20

I−MAPでは閉鎖後に左前胸部に正領域が出現し次第

例と比較して検討した．体表87点の心電図波形から一

に面積が拡大，max値の増大が認められた．この変化

時微分（dV／dt）を計算し，

は2週間後をピークとし，以後僅かに縮小，減少した．

Recovery

ARI（QRS中の最小dV／

dt点とSTT中の最大dV／dt点の時間）を求め等時線
結果：圧負荷群（PS，

考察：ASD閉鎖術後早期より再分極過程に変化が
起こると考えられた．またその現象はSubtraction

図として示した．

TOF，

DCRV）では正常群に

I−

MAPで鋭敏に捉えられた．3カ月の時点では正常と

比し，ARIの低値の領域が前胸部では正中線から右鎖

の差をなお認めており，長期的な経過観察が必要と考

骨中線付近まで右方に拡大していた．容量負荷群

えられた．

（ASD）では，

ARI低値の領域が軽度右方に拡大しさら

に左前胸部，鎖骨中線の中央部付近に周囲に比しARI
が高値を示す領域が観察された．

特別講演

先天性心疾患の刺激伝導系：その外科解剖
東京慈恵会医科大学心臓外科
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黒澤

博身

日本小児循環器学会雑誌、第14巻

576−（84）

先天性心疾患の刺激伝導系は幅広い多様性を示すが
基本的には発生学的な影響を受けるmajor
と血行動態的影響を受けるminor
ことができる

variation

variationに分ける

）．正常心では房室中隔の右房側にある

房室結節からでた房室伝導路atrioventricular
duction

bundle（AV

con−

bundle）がpenetrating

bundle

第4号

Fallot四徴症のVSDが右室の流出路としての役割
を担うためにほとんどの場合outlet

typeとなってい

るのに対して，大血管転位症のVSDは特別な役割が

あるわけではないのでVSDの形も極めて多様であ
り，Fall（，t四徴症に似たタイプからperilnembranous

inletに似たものやmuscular

inletあるいはmuscular

として中心線維体を貫き，膜性中隔直下で心室中隔頂

trabecular型と極めて多彩である．この多彩なVSD

上部に現れ，ここから左脚を左室側に出すbranching

形態に合わせて刺激伝導系もそれぞれ特徴的な走行を

bundleとなり，左脚を分肢し終わったあと右脚にな

示す6）．

る．この正常パターンは，特に右室に加わる容量およ
び圧負荷の影響を受けて微妙に変化し，minor

varia・

発生学的影響を受けるmajor
してAV

septal

ing型VSDのためにAV

tionを呈する．

Perimembranous

inlet

VSDではpenetrating

bun−

variationの代表例と

defect房室中隔欠損症がある．

Scoop−

bundleは大動脈弁や中心線

維体から大きく離れ，penetrating

bundle直後の左脚

dleが中心線維体から離れて心室中隔頂上部に渡り，

がいきなり心室中隔後部に分布するため，本症に特徴

branching

的な左軸偏位を示す．また，AV

bundleは中隔頂上部すなわちVSD下縁に

discordanceの代表で

沿って走行するためVSD閉鎖に際しては注意深い

ある修正大血管転位症は心房

stitchingが必要になる．このperimembranous

mentのためにposterior

AV

VSDは右室に主に容量負荷が加わるためseptomar−

かわりにanterior

bundleが残る．このanterior

ginal

AV

inlet

trabeculationの後方伸展は優位でなく，それ故

branching

bundleが心室中隔頂上部に露出した形と

なる．Perimembranous
ptomarginal

沿ってswing

trabecular

typeではse−

trabeculationが三尖弁中隔尖弁輪部に

upし，AV

bundleは少しVSDから離れ

AV

bundleはAV

心室中隔のmalalign−
bundleの形成が困難で，

discordanceで必ず起きるという

わけではなく，僧帽弁のstraddlingを伴う場合には
slingとなり7），

AV

double

inlet

RVの場合にはanterior

bundleが消失してposterior

なる．このようなanterior

AV

AV

bundleのみと

bundleやslingに関し

るが，その距離は安全とは言えないのでVSD閉鎖法

てはGrayの解剖学書8）に記されている刺激伝導系の

はperimembranous

発生に関する記述が参考になる．Anterior

perimembranous

lary

inlet

outlet

VSD型に準ずる．ところが，

typeになると，

medial

papil−

muscleがVSD後下縁に付着するためこの

に加えて，intact
られるdead

end

AV

bundle

septumの新生児例などにしばしば見
tract9）やisomerismに多く見られる

medial papillary muscleを支えるseptomarginal
trabeculationの後方伸展が優位となり， branching

sling等を理解することは，

bundleと右脚起始部をこの後方伸展が覆うために相

等の複雑な手術を正確に行う上で必要かつ重要なこと

対的にこれらの中枢部が左室側に偏位する2）．この傾

である．

向はFallot四徴症で最も強くなる3）．

するため，いわゆる求心性肥大concentric

phyを起こす形態となり，outlet

medial

papillary

文

Fallot四徴症は

右室に圧負荷が加わり，しかも容量負荷はむしろ減少
hypertro−

VSDの後下縁にある

musc］eを支えるseptomarginal

2）Kurosawa
precise

H，

bundle

た後方伸展がAV

bundle中枢部の右室側を厚く覆う

ためにbranching

bundleと右脚起始部が左室側に偏

trabeculationの後方伸展を利用す

ることにより，よりqualityの高い手術を行うことが
できる4｝5）．

Becker

relationship

defects

やseptomarginal

867

873

septal

flap

献

編：臨床発達心臓病学．中外医学社．1997，pp

duction

lot四徴症のVSD閉鎖に際してはmembranous

septation1°）や

1）黒澤博身：刺激伝導系の外科解剖．高尾篤良ほか

trabeculationの後方伸展は著しく肥厚し，この肥厚し

位する．この形態的特徴はほぼ普遍的であるので，Fal−

ventricular

Fontan型手術の心房内トンネル作成や房室弁形成11）

to

by

of
the

the

AE：Modification
the

of

atrioventricular

margins

of

trabecula

the

the

con−

ventricular

septomarginalis．

JThorac Cardiovasc Surg l984；87：605−615
3）Kurosawa H， Imai Y， Becker AE：Surgical
anatomy
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diovasc

4）Kurosawa
K，Takao

Presented by Medical*Online

of

ill

the

atrioventricular

tetralogy

Surg

H，

of

FaUot．

J

conduction
Thorac

Car−

1988；95：586−591

Imai

Y，

A：Conotruncal

Nakazawa
repair

M，
of

Momma

tetralogy

577−（85）

平成10年7月1日
︶

of

Fallot．

Kurosawa

S，Becker
truncal

︶

351

AE，
J

Anderson
for

RH，

M，

Bove

of

Cardiovasc

Shimizu

EL：Cono−

9

Surg

H，

conduction

in

Becker

175−224

Kurosawa

H，

︶

1987；pp

Kurosawa

H，

Imai

Y，

heart

Forltan

Surgical

and

Tokyo，

at「iove「1t「icula「

Congenitally

with

normally

atria，

straddling

mitral

atrioventricular

︶

Surg

valve，
node

and

and

cor−

positioned
isolated

bundle、

J

l990；99：312−313

heart．

In：Williams

PL，

AE：Dead−erld
Int

Y，

Nakazawa

disease

AE：

the

axis．

Koh

Becker

of

conduction

diovasc

Cardiovasc

Becker

AE：Atrioventricular

transposition

Development

H，

Anatomy．38th

J

Cardiol

ed．

New

308

310

tract

of

1985；7：13

18

1998；ユ15：

rectod

posterior

Kurosawa

s

Livirlgstone．1995；pp

Springer−Verlag

congenital

Tokyo，

P（ed）Gray

York：Churchill
the

Fallot：Midterm

360

Thorac

Collins

1988；45：661．一一666

Yamagishi

tetralogy

Thorac

Kurosawa

7

Surg

K，

10）

anatomy．

8

Thorac

Morita

repair

results．
6

Ann

H，

︶

5

11）

Surg

Hashimoto
Yamagishi

R：Total
the

use

Presented by Medical*Online

S，

Takao

of

Sawatari

K，

A：Septation

univerltricular

connection．

J

Thorac

Car．

Tanaka

K，

1990；99：314−319

Kurosawa

Koyanagi

K，

cavopulmonary
of

siderations
Thorac

repair

K，

M，

Fukuchi

M，

prosthetic

and

H，
Ishii

S，

Nagahori

connection

without

material：Technical

hemodynamic

Cardiovasc

Surg

con−

consequences．

1995；110：625−632

J

