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WPW症 候 群 の 三 例
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〔昭和38年10月8日 受稿〕

緒 言

心電計の普及 と受診率 の増加 につ れ てWPW症

候群も決 して稀な疾患 でない ことが次 第に認識 され

るようになつた.そ して本症候群の症例 は最近わが

国でも多 く発表 されてい る1)-6).

本症候群は脚 ブロックに似た奇妙な心電図の成立

機転が学問的に興味があ り,ま た異常心電図 と誤つ

て判読 し患者を神経症に陥 し入れ ることがあり,屡

々随伴す る発 作性頻脈は時に生命に危険があるので

診断は臨床的に も重要で ある.

最近著者 らは当教室 に おいて本症候群の3例 を経

験 したので報告する.

症例I　 34才　 男子　 商業

主 訴　 心悸亢進

家族歴　 特記事 項はな い

既往歴　30才 の時急性淋菌性尿道炎 に罹患 し約1

カ月の加療 にて治癒.

マン トー氏反応 は陽性.リ ウマチ性疾患はない.

飲酒は嗜まず,喫 煙は1日20～30本 程度であつたが

入院後は禁煙.

現病歴　生来健康で著患はない.た だ20才 頃 より

時々心悸亢進 を自覚す ることが あつたが,す ぐに消

失するので放 置していた,当 時浮腫等は認めなかつ

た.と ころが昭和31年1月 頃より何等誘因と思われ

るものなく労作時に心悸 亢進 を自覚す るよ うになつ

た.し かしその際左胸部痛,冷 汗等 もな く安静を保

持すると直 ちに心悸亢進は消失 していた.全 経過を

通 じて発熱,浮 腫はな く,発 作の持続時間は2～3

分であ り,発 作回数 は1日 数回であつた,食 慾,睡

眠ともに良好,便 通 は1日1回 であ る.

現症　体格 中等大,骨 骼正 常,体 温36.5℃,体

重5kg,皮 下脂肪及 び筋 肉正 常,皮 膚 に 著変はな

い.脈 拍100,整,大 小及 び遅速 は正常,充 実 し,

緊張度も正常であ る.血 圧112～60mmHg.呼 吸数

は16.肺 肝境界は右第6肋 間.心 臓 の理学的所見:

心尖拍動 は触れず,心 濁音界は正常,心 音は各弁 口

で全 く清澄.第2肺 脈音 はやや亢進があるが分裂は

ない.肺 打診音は正常で副雑音はない.腹 部臓器:

肝脾は全 く触知 しない.四 肢:腱 反射正常で浮腫は

認めない.

検査成績:心 電図の変化以外には出血傾向,血 液

像,屎,尿,肝 機能,そ の他の血液の化学的性状 に

何等異常を認めない.胸 部X線 像に も異常を認めな

い.血 清カ リウムは4.7mEq/l,血 清 カルシウムは

8mEq/l.血 清梅毒反応 は陰性.肺 活量 は3,000cc.

眼底 に異常はない.右 心カテーテルに おいて酸素分

圧.飽 和度及 び圧と もに正常 で異常交通 は認 め な

い.

心電図所見 とその経過:図1(症 例IのA)に 見

る如 く,一 見脚 ブロックを思わせ る像 を示 してい る

が,著 明な変化はPQ時 間が異常 に 短縮 を示 し,

第1図　 症例IのA
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QRSは 二つ の成分,即 ち最初 の幅が広 くな だ らか

な部分(早 類成分)と,こ れた続 く正常QRSの 如

き急峻な部分(後 期成分)と か ら成 り立つてい る.

その早期成分,即 ち△波9)の 傾斜 は?mv/secで あ

り.描 記速度は後期成分 の約1/2で ある.次 に胸部

誘導 においては理学 的,X線 学的に心肥大は認めな

いが,V1,V2が 大 きいRよ りな り1。),しか もQ波 が

み られ ない.ST,Tの 変 化は著明である.

以上 の所 見 よ り本例はWPW症 候群 で あ り,

Wilaonl6)に よ るA型 に属す るものと考え られ る.

本例に対 してプロカインア ミドを1日0.5gよ り漸

次増量 して その経過をみた.

図2(症 例1のB)は プロカインァ ミド1日 量3g

投与時の心電図であ る.そ の 結果PQは 延長 し,

QB8は やや縮小 し,ST.,Tも やや改善をみた.即 ち

本例 におけるST,T変 化は一次的な ものではな く,

QRSの 変化 に伴 う二次的な もの で あ る.脈 拍数,

PJ間 隔は全 く不動であり,そ の 間において血液像,

肝機能等に変化はみ られなかつた.

第2図 症例IのB

症例 Ⅱ18才 男子 学生

主訴 発作性心悸冗進

家族歴 既往歴に特記事項はない.

現病歴 生来健康であつたが,昭 和30年1耳 頃か

ら何等誘因と思われ るものな く,時 々心悸冗進,呼

吸促迫を示す ようitなつた。.しか し発作時に冷汗,

左胸部痛等 はな く,発 作持続 は平均8時 間位 であっ

た.所 が昭和30年6月20日 昼頃に突然に誘 因と思わ

れ るものな く心悸亢進,呼 吸促迫,左 胸部痛 ととも

に意識 消朱をみたので某病 院に収容され,4～5時

間で意識は明瞭となり,自 覚症状は全 く消失 した.

当時発熱 はな く,血 圧 は180ny90mmEgで あつた.

血庄 は約1カ 月 の治療で正常 となつた.以 後時 々上

記のよ うな発作があつたが意識消失はなかつた.発

作間隔 は不規則 で,多 少体 動後 によく起 るよ うであ

つた.昭 和31年12月2日 に当科 に入院.全 経過を通

じて浮腫はな く,食 慾,睡 眠ともに良好である.便

秘 に傾 き1週1回 程度.

現症 体格中等大,骨 潴正常,体 温36.5C°,体

重60kg,皮 下脂肪及び 筋 肉正常,皮ntIC著 変はな

い.脈 拍90,整,大 小及 び遅速は正常,充 実 し,緊

張度 も正常 で あ る.血 圧136～60mmHg.呼 吸数

は16.肺 肝境界は第6肋 骨.心 臓の現学 的所見:心

濁音界は正常であ るが,心 尖拍動 は右乳線上の第5

肋間にあ り,や や拍起性である.し か し心音は清純,

第2肺 動脈音はやや充進 しているが、分裂音は嫁い.

肺打診音 は正常で副雑音はない.腹 部臓器:廻 盲部

に虫垂炎手術後の搬痕をみ る他に著変 な く,、肝脾 は

触知 しない.四 肢:腱 反射 は 正常 で 浮腫 は認めな

い.

検査成績 症例1と 同様 に出血 傾向,血 沈,血 液

像,尿,尿,肝 機能等に変化な く,胸 部X線 像に も

何等変化を認めない.血 清 カ リウムは3.8mEq/1,

血 清カル シウムは8ⅢEq/1,血 清梅毒反応は陰性.
づメ  

肺 活量は4400cc.眼 底に異常はない.自 律神経機能

検 査:ア トロピン,ピ ロカル ピン,ア ドレナ、リ.ン法

いずれ も中等度腸性.心 臓 カテーテルを行 なつたが

全 く異常を認めない.

心電図所見 とその経過 図3(症 例Ⅱ のA)に み

る如 く,症 例1と 同 じ くPQ間 隔は異常短縮 を示

し,QRS時 間は延 長 してい るが,PJ時 間は正常内

にある.更 に詳細に検討すればQRSに △波を認め,

その傾斜は8mv/secで,描 記速度は後期成分の 且/s

であ る.ST,Tは かなりの変 化が ある.し かし本例

では症例Iの 如 く胸部誘導でV1,V2に 著明なRの

増高がみ られない.本 例 はWPW症 候群 のB型 で

ある16).本 症例は入院後発作性頻脈をみた.そ の心

電図は図4(症 例Ⅱ のB)の 如 く上室性頻拍でRR

間隔は0.36秒 であつ た.本 症例 に硫酸 キニヂンを

0.2gよ り漸増 して 投与 した,O.8g投 与時の心電

図は図5(症 例Ⅱ のC)の 如 くでPQは や や延長

し,QRSは やや短縮 した.し か しPJ間 隔は不変

であつた.更 に硫酸 キニヂ71日1.0窓 と硫酸ア ト
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第3図　 症例IIのA

第4図　 症例IIのB

ロビン1日0 .001g投 与時 の心電 図 は 図6(症 例

IIのD)の 如 くで, PQは 更 に延長 し, QRSは 更 に

短縮 した.し か しPJ間 隔 は不動 で あ つ た. STT

の麦化は減少を示 した.

症例III　45才　 女子　 商業

主訴　黄疸,全 身倦怠感及 び心悸亢進

家族歴　父は51才 で黄疸で死亡,母 は42才 で肺結

第5図　 症例IIのC

第6図　 症例IIのD

核で死亡.

既往歴　 昭和18年 に梅毒に罹患 した以外に特記す

べきものはな く,酒,煙 草は用いない.

現病歴　子供の頃より運動す ると時 々動悸が あつ
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たが, 17才 頃不眠,精 神的興奮あ ると心悸亢進とと

もに急 に意識溷濁を来 した ことがあつ たが,治 療 に

より発作 は消失 していた. 26才 頃は発作の回数が多

くな り,殆 ん ど毎 日起 るよ うな ことが1カ 月間程続

いた.そ の当時 は顔及び下肢 に浮腫をみたこともあ

つた.発 作は処 置を受けな くても10～30分 で急に消

失 し,心 臓神経症 といわれた こともあ る.本 年7月

1日 子宮筋腫の手術を うけた 時800ccの 輸 出を う

け, 7月28日 より全 身倦怠,嘔 気を認め同時に黄疸

を認め, 8月15日 当科に入院 した.

現症　体 格中等大、骨諮正常,体 温36.5℃,体

重45kg,皮 下脂肪及 び筋 肉正常,皮 膚は 亜黄疸色,

脈拍数72,整,大 小及び遅速 は正 常,充 実 し,緊 張

度 も正常であ る.血 圧124～80mmHg.呼 吸数は18.

眼瞼結膜 は軽度貧血性,眼 球結膜は黄染を認め る.

肝肝境界は第6肋 骨.心 臓 の理学的所見:心 尖拍動

は位置,強 さ等 に変化な く,心 濁音界 は正常,心 音

は清澄.肺 は打聴診上に異常 を認めない.腹 部臓器

:肝 臓は1横 拍触知す るが硬度正常で圧痛はない.

脾は触れず,濁 音界はやや拡大を認める.四 肢の腱

反射 は正常で浮腫 は認めない.

検査成績　 血色素52%(sahli),赤 血球数362万,

肝機能 は中等度の障害 を認め るが出血傾向,尿,尿,

胸部X線 像 に著変は認めない,血 清梅毒反応 は陰性.

眼底に異常 はない.

心電 図所見 とその経過　 図7(症 例IIIのA)に み

る如 く,症 例I, IIと同様にPQの 異常短縮 とQRS

の異常延長 がみ られ, PJ時 間 は正常値内にあ る.

△波の傾斜は8mv/secで 描記速度は後期成分の1/2

である.同 時にSTの 変化 もみ られ る.本 例 は胸

部誘導V1, V2に 高いRが 見 られず,症 例IIと 同様

にB型 のWPW症 候群16)と 考 え られ る.本 例に

プロカイン ・ア ミ ド600mgを20%糖 液 と と もに

静注 しつつ 心電図 の変 化を見た, 600mg静 注後 も

PQ時 間 に変 化な く,静 注終了後3分 でAshner氏

眼球圧 迫試験を行なつた所,図8(症 例IIIのB)に

見 る如 く突 然波型 を変 じ, PQ時 間は0.18秒 と正常

値 となつ把. Rは その高 さを 減 じ, ST降 下 は消失

し, T波 はその高 さを増 した.し か し5分 後には再

び元のWPW型 心電図に復 した.そ の 間 自覚症 は

全 くな く,血 圧に も殆んど変化は認めなかつた.

総 括 と 考 按

本症候群は1931年Wolff, Parkinson及 びWhite

により詳細 に報告 された9).そ して三者 の頭文字 を

第7図　 症例IIIのA

第8図　 症例IIIのB

とりWPW症 候群と呼ばれている.ま た そ の発生

機構に も とづ き,副 伝導 路 症 候 群(syndrome of

 accessorypat hway)と かpre-excitation syndromeと

も呼称 されてい る.本 症は心電図 によつて のみ診断

が確定されるものである.そ の特徴とす る点は次の

通 りである. 1) PQの 異常短縮, 2) QRS時 間の延

長(PJ時 間は 正常)3)時 に正常 心電 図となる.

 4)屡 々発作性頻拍を伴 う.更 に これを 詳述すれば
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PはI,正 誘導で上 向きで 洞調律 が 原 則 で あ る.

 PQ時 間は全例の85%が0.1秒 以内に短縮 し, 0.11

秒を越える例は極めて少 数である10) 11).し か もその

大多数も0.11～0.12秒 であ る12). QRSは 早期成分

(△波)と 後期成分とよりな る.早 期成分 はSegers13)

によ り△波(delta波)と 命 名 された.早 期成分の

描記速度は後期成分の1/2～1/3で ある14) 15).

本症候群をBurch16)は 肢誘導 か ら5型 に分類 し,

 Wilson8)はV1～V6でQRSが 上 向性の もの をム

型し,右 室の早期興奮 とした.ま たV1～V2でORS

が下向きのものをB型 とし,左 室の早期興奮 とした.

著者 らの経験 した例は症例IはA型,症 例II, IIIは

B型 に属す る.上 田 ら17)は 更 にC型(V1～V2で

QS型)を 加えてお り右室 と左室後基部 の 早期興奮

としている.そ の他PQ時 間 のみ短縮 してQRSが

正常のもの も本症群 の一つ とみ る人 もある18).ま た

非定型的症例 について はOhnellら19)の 分類 が あ

り, A～F及 びWPW型 に 分 け て い る.本 症候

群のST, Tの 変 化 はQRSの 変 形 に 伴 う二 次 的

変化で, Yentricular Gradientは 正常時 と変 らな

い20).

次に発作的におこる心急拍については本症の5021)

～70%に 経験 され,ま た 全発作性心急拍 の5～25

%22) 23)にWPW症 候群 がみ られ るとい う.し か も

心急拍の多 くは上室性頻拍で,心 室性頻拍があ るか,

どうかについては議論が あり,な いとす る学者 もあ

る12).

本症候群の発生機構については色 々と説があ り,

古くはWilson, wolffの 迷走神経緊張 に よ る機能

的ブロックとい う考え方 か ら,現 在まで60余9) 24)の

説がある,歩 調取 りの所在 によ り大別 すると,洞 調

律で房室間の興奮伝導様武の異常 と,房 室結節 附近

の異所的 自動を原 因とす る二つに分 け られ る.前 者

はまた副伝導路説,促 進伝導説及 び心室 内興奮説の

三つ が あ る.副 伝導 路説 はHolzmann25), Scherf,

 Wolferthの 提唱 にな り実験的支持,組 織学的検索

もある.そ して右房右室間,左 房左室間28) 29),そ の

他の連絡路30) 31)を 見出 して い る.促 進伝導説は房

室結節または田原脚 の一部が刺激を早 く伝えるとい

う説でPrinrmetal32)が 功妙な 実験 と2～3の 臨床

検索でこの説を うちたてた ものであ るが,ま だ種 々

なる批判がある.心 室肉過興奮焦点説は心室筋内に

異常に興奮性 の高まつた焦点があ ると心房収縮の瞬

間にそれが刺激 となつて焦点がdis chareし て房室

結節通過刺激 の到着前に心室が興奮するとい う説22)

で ある.次 に房室結節附近の異所的自動 とす る説は

わが国で も前川 らがこの説を発表 してか らかな り世

界 的にも支持を うけている33).発 作姓心急拍は普通

は副伝導路 説により説明 されてい る26).本症 の合併

症 と しての不整脈 は 期外収縮,房 室 ブ ロ ッ ク34) 35)

等をみている.

本症 はあ らゆる年代にみ られ29) 36),生 後数 日よ り

80才代 にわたつてい る.本 症候群 は先天的な もの と

されて いるが,後 天的なものと考えねばな らぬよう

な報告 もあ り7),ま た漸次後天的なもの も存在す る

と考え られつつあ る.性 別では70%が 男性12)で あ

る.

本症 と疾病 との関係 はHunter22)に よ ると本症

の1/5が リウマチ性,急 性心内膜炎,ア レルギー性

心炎で,冠 硬化症23%,高 血圧症13%と なつている.

また心房中隔欠損症に も高率 にみ られ る.

症状は発作姓心急拍症を除いては全 く無症状 であ

るが,自 律神経不安定 の人 が少 くな く種 々の神経性

愁訴を訴えることもある.症 例IIは か なりの自律神

経失調を認めた.

各種 の薬剤及 び処置の影響 は交感神経促進的処置

でWPW型 が正常化す るのは頻脈 によ り副伝導路

が疲 れて ブロックになると考 えて よ く,ま た一回拍

出量の減少で心房収縮の機械 的効果が低下すると考

えてよ く,ま た房室伝導時間が短縮 したためと考え

てもよい.副 交感神経刺激的処置で△波が大 き く広

くな るのは徐脈または房室結節抑圧作用で房室結節

伝導時 間が遅 くなり,心 室の広 い部分が副伝導路 に

支配 されると考 えればよい.キ ニヂ ン,プ ロカイン

・ア ミドで正常化す るのは,こ れ等が房室結節の伝

導性 よりも筋性の副伝導路 により強 く作用 してブロ

ックす るためと考え られ る.キ ニヂ ンの奏効率は約

30%,プ ロカイン ・ア ミドは約60%で ある10).

診断は定型的な例は容易 であ るが,非 定型例では

心室性調律,心 室肥大,脚 ブロックと鑑別 しなけれ

ばな らない.そ の要点はWPW症 候群ではQRSが

重合の程度を変 えることに よ りQRSの 幅 を 変え

るconcertive effect19)を有 することである.

本症の予後及び治療については本症は病 的意義を

持 たないと考え られる.運 動,妊 娠,分 娩に制限は

不要である.一 般 に本症候群の患者は心臓神経症 を

お こし易いので,む しろこの安全性 を保証すべ きで

あ る.突 発性心急拍発作が危険と目され る職場を除

き活動 の制限の必要はない.
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最近経験 したWPW症 候群の3例 につ き 報告 し,

更 にそれ らに対す るキエヂ ン,プ ロカイン ・ア ミド,

ア トロピンの効果につき検討 し,併 せ て文献的考察

を試 みた.

(本論文 の要旨は昭和33奪 第1回 日本循環器学会

中国四国地方学会におい て発表 した).

(小坂教授の御校閲を深謝します)
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Three cases of WPW syndrome
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Three cases of WPW syndrome were reported. One was A-type and other two were B

-type. In one of B-type supraventricular tachycardia was seen In E. K. G.. In another one of 

B-type, WPW was converted into normal pattern by administration of procaine amide.


