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頻脈性不整脈児の顔面冷水浸水試験
（平成 11 年 12 月 24 日受付）
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要

旨

頻脈性不整脈をもつ小児に顔面冷水浸水試験（FI）を行い，その反応を検討した．頻脈性不整脈 139
例に FI（10℃ の冷水）を行い，心電図を記録した．また，その後でトレッドミル試験（TM）を行った．
頻拍発作が誘発された頻度，誘発された時相について検討した．FI での頻拍発作の誘発率は 139 例中 12
例，8.6％，TM の誘発率 139 例中 32 例，23.0％ であった．FI で誘発された 12 例中，TM でも誘発され
たのが 5 例で，5 例中 4 例は FI で RR が短縮する時相において誘発された．TM では誘発されず，FI
のみで誘発された 7 例はすべてが RR が延長する時相で誘発された．12 例中 FI を複数回施行し，無投薬
で経過観察中の 8 例は，FI で再現性をもって同じ時相で頻拍発作が誘発された．頻脈性不整脈をもつ小
児では，FI のみで頻拍発作が誘発される例も認め，FI を施行することによって得られる情報は有用と考
えられた．

はじめに

例，あるいは胸痛を主訴に受診し，心エコー検査で異

潜水を行うと，迷走神経反射によって徐脈となるこ

常を認めなかった例）の 20 例（年齢 7〜20 歳，中央値

とは，良く知られている1）〜5）．顔面冷水浸水試験（FI）

13 歳）に，同様の方法で FI と TM を行った．FI は，

は，潜水を行った時と同様の反応が得られるとの報告

外気温 25℃ の状態で，10℃ の冷水を洗面器に入れて，

6）

がされている ．FI は，学校生活を送る不整脈児にお
いて，水泳（潜水を含む）が可能かどうかを判断する
6）
〜8）

最大吸気より開始しできるだけ長く行った．
頻拍発作が誘発された頻度，誘発された時相につい

．今回我々は，頻脈性不整

て検討した．誘発の定義は，安静時と比較して，SVPC，

脈をもつ小児に顔面冷水浸水試験（FI）を行い，その

PVC の増加または連発する，あるいは VT，AT，JT，

反応を検討した．

AF，発作性上室性頻拍などの頻拍発作を認めたことと

のに非常に有用である

対象と方法

した．対照群と頻脈性不整脈群の誘発された例すべて

頻脈性不整脈群（上室性期外収縮（SVPC）
，心室

において，記録した FI 中の心電図の RR 間隔を V 5

（性）期外収 縮（PVC）
，心 室 頻 拍（VT）
，心 房 頻 拍

誘導で手動計測した．また頻脈性不整脈群の誘発例 12

（AT）
，結 節 性 頻 拍（JT）
，心 房 粗 動（AF）
，WPW

例のうち 9 例にホルター心電図を施行した．

症候群）の小児 139 例，
（年齢 7〜30 歳，中央値 13 歳）
に延べ 191 回の FI（10℃ の冷水）を行い，心電図を記
録した．また，その後でトレッドミル試験
（TM）
を行っ
た．対照群（川崎病の既往を有し冠動脈に異常のない
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結

果

浸水時間は頻脈性不整脈群が 31.4±15.5 秒，対照群
が 34.3±20.0 秒で両群に有意差を認めなかった．
対照群における，顔面冷水浸水試験（FI）の RR 時間
の変化は全例同様の変化を示した
（図 1）
．開始直後は，
一旦 RR は短縮（A 相）
，その後迷走神経緊張により
RR は延長，徐脈となり，終了直前ピークに達する（B
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相）
．終了直後に RR は急激に短縮（C 相）する．

方で誘発された 5 例中 4 例は誘発されたのが，A 相ま

FI の誘発率は頻脈性不整脈の 139 例中 12 例，8.6％

たは C 相で，TM では peak 時であった（図 3）
．TM

であった
（図 2，表 1）
．表 1 の診断は，FI のみで誘発さ

では誘発されず，FI のみで誘発された 7 例（JT 1，
VT

れた JT
（症例 1）
と，FI と TM の両方で誘発された AT

4，
PVC 2）はすべてが B 相で誘発された（図 4）
．
考

（症例 12）
は電気生理検査により，その他は体表面心電

察

図により行った．この 12 例中 FI を複数回施行し，無

潜水を行うと，顔面の寒冷刺激，息こらえなどの迷

投薬で経過観察中の 8 例は，FI で再現性をもって同じ

走神経反射により徐脈となる1）〜5）．小児が潜水を伴う

時相で頻拍発作が誘発された．TM の誘発率は 139 例

水泳を行うことによって，不整脈がおこり致死的とな

中 32 例， 23.0％ であった． FI で誘発された 12 例中，

りうること，また水中心電図により不整脈が捕えられ

TM でも誘発されたのが 5 例（JT 1，
VT 2，
VPC 1，
AT

ているという報告もある6）〜8）．また，QT 延長症候群に

1）で，いずれも同じ頻拍発作であった．FI，TM の両

図1

FI 試験の RR 変化

図2

表

頻脈性不整脈

１

FI のみで誘発
症例

年齢

性

診断

1

15

M

JT

2

15

F

3

13

4
5

11
16

6
7

11
17

施行時間
（秒）

FI で誘発された時相
（14秒でJT short run，32 秒でsustained JT）
（図 3）
（13 秒で bigeminy，32 秒で VPC2 連
発 10 回）

32＊

B相

VT
（RVOT）

32

B相

M

VT
（RVOT）

37

B相

（12 秒で bigeminy）

F
F

VT
（RVOT）
VT
（RVOT）

11
52

B相
B相

（10 秒で 22 連発）
（14 秒でVPC 2〜4 連発，62 秒でsustained VT）
（図 4）

F
M

VPC
（RVOT）
VPC
（LV）

22
52

B相
B相

（17 秒で bigeminy，22 秒で couplet）
（8 秒で bigeminy）

FI と TM の両方で誘発

TM

8
9

10
11

F
M

JT
VT
（LV）

44
52

A相
C相

（2 秒で JT short run）
（58 秒で sustained VT）
（図 5）

10

13

F

VT
（RV base）

18

B相

（8 秒で 8 連発，18 秒で 3 連発）

TM peak で JT short run
TM peak で sustained VT
TM recovery 2分で2度AV block
後 3 連発 2 回

11

13

F

VPC
（RVOT）

27

C相

（29 秒で VPC 3 連発）

TM 終了直後に VPC 2 連発 2 回

12

12

M

AT

30

C相

（32 秒で sustained AT）

TM 終了直後に sustained AT

JT：結節性頻拍，VT：心室頻拍，RVOT：右室流出路，VPC：心室
（性）期外収縮，LV：左室，RV base：右室基部，AT：心房頻拍
＊：32 秒で rate220 の JT が誘発されたため，FI を終了させた．
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FI で誘発された結節性頻拍（JT）：15 歳男
調節性調律（JR）

図 4 FI で誘発された心室頻拍（VT）：16 歳女
心室（性）期外収縮（PVC）
，心室頻（VT）

おいて，FI を行うと著明に QT が延長したり，T wave
alternans がしばしば認められるとの報告もある9）．

Ishikawa らは，頻脈性及び徐脈性不整脈の小児に
FI を行い，潜水時の水中心電図を行わなくても，FI

平成12年10月 1 日
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図5

FI，TM の両方で誘発された心室頻拍（VT）：11 歳男
FI 終了（52 秒），施行前，施行中はずっと bigeminy

で十分代用できると述べている6）．徐脈性不整脈の児

が，睡眠時よりも VPC，SVPC の数や連発数が多い傾

が FI を行うことによって，徐脈が誘発されるのは理

向にあり，FI ほどの明確な差は認められなかった．大

解できるところである．しかし，FI で頻脈性不整脈が

庭10）らは，RVOT 起源の VPC，VT のホルター心電図

誘発されることは，徐脈あるいは迷走神経反射だけで

解析において，心拍数の増加とともに VPC が増加す

は説明が不十分である．まず，対照群に FI を行い，RR

る症例と，そうでない症例に分けられ，その発生機序

時間の変化を検討した（図 1）．最大吸気を行った後の

は単一ではないと述べている．FI を行うと，徐脈にな

開始直後は，一旦 RR は短縮する（A 相）．また，終了

ると血圧は上昇，中心静脈圧も上昇，末梢血管抵抗も

直前は RR は最も延長するが，終了直後は急激に RR

上昇すると報告されている11）．頸動脈の圧受容体にも

が短縮する（C 相）．頻脈性不整脈の児の 8.6％ が，FI

影響があり，その変化により頻拍発作が起こるのでは

によっても発作を誘発されたが，誘発された時相に

ないかとも考えられる．また，心拍変動も頻拍発作に

よって大きく 2 群に分けられると考えられた．A 相ま

関与している可能性があり，FI 中及びホルター心電図

たは C 相で誘発された頻脈性不整脈 5 例は，4 例が

における高周波成分（HF），低周波成分（LF）などの

TM でも誘発されており，FI 中に交感神経の緊張また

心拍変動などの検討が必要と考えられた．
結

はカテコールアミンの関与が示唆された．TM では誘
発されず，FI のみで誘発された 7 例はすべてが RR
が延長する時相で誘発された．
また，同じ心電図波形をした右室流出路（RVOT）起
源の VPC，VT でも，FI のみで誘発される例，FI と
TM でのみ誘発される例，TM のみで誘発される例が
あり，それぞれ誘発されるメカニズムが異なることが
考えられた．ホルター心電図による検討も行ったが，
FI での B 相で誘発される例でも，運動時や日中の方

語

頻脈性不整脈をもつ小児に FI を行った．FI のみで
頻拍発作が誘発される例も認め，FI を施行することに
よって得られる情報は有用と考えられた．
この論文の要旨は，第 16 回日本心電学会学術集会
（甲府）
にて発表した．
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Face immersion testing in children with tachy-arrhythmia
Keiko Toyohara, Motoki Takamuro, Aya Miyazaki, Satoshi Hasegawa,
Kenji Yasuda, Hideo Ohuchi, Yoshio Arakaki and Shigeyuki Echigo
National Cardiovascular Center, Osaka, Japan

Face immersion testing（FI）was performed in 139 children with tachy-arrhythmia. Electrocadiographic recordings were obtained during FI（10℃）
. After FI, treadmill testing（TM）was also
performed in all cases. Significant tachy-arrhythmia occurred during FI in 12 cases（8.6％）,compared
with TM in 32 cases（23.0％）. 5 cases of 12 with tachy-arrhythmia in FI showed the same tachyarrhythmia in TM. In 4 of 5, tachy-arrhythmia was induced when RR interval was shortend in FI. 7
cases of 12 had tachy-arrhythmia during bradycardia in FI, didn t developped tachy-arrhythmia in
TM. In 8 of 12 without medication with repeated FI, the same tachy-arrhythmia occurred in the
same phase during FI. FI appeared to be a useful examination in children with tachy-arrhythmia.

