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本学で経験した Wolff-Parkinson-White症候群の

2名の学生に対する保健管理と健康支援
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Two didactic cases of Kyushu University students with 
Wolff-Parkinson-White syndrome with respect to 

health management and promotion 

Yuichiro YASUDA1l, Toru MARUYAMA2l*, Shioto YASUDA1l, 
Akihiro HAY AS HID A 1 l, Takeshi ARITA 1 l, Hirof umi NAKAMURA 1 l, 

Daisuke MATSUOKA 1 J, Hiroyuki ITO 1 l and Y oshikazu KAJI 1 l 

Abstract 

Two cases of Kyushu University students with Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome are presented, 

since these two cases are didactic with respect to the health management and promotion of such kind of 

students. One student suffered frequent paroxysms of tachyarrhythmias such as atrial fibrillation and 

atrioventricular reciprocating tachycardia, whereas the other student was apparently healthy without any 

symptoms or signs. The former student underwent radiofrequency catheter ablation applied to eliminate the 

accessory pathway conduction. Prior to the radiofrequency current application, electrophysiological testing 

demonstrated that this case showed high-risk property with short effective refractoriness (238 msec) of the 

right midseptal accessory pathway. Ablative therapy was successful and the patient was free from 

tachyarrhythmias without any antiarrhythmic drugs administration. The latter student was supported and 

educated by the regular follow-up at the infirmary, which made this student a little bit sensitive to the 

possible tachyarrhythmias relating to WPW syndrome. WPW syndrome shows wide range of clinical 

features and its health management and promotion depend on the individual patient's clinical profile. 
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はじめに

若年者に多い Wolff-Parkinson-White症候群

(WPW症候群）はその特徴的な心電図所見から学生

定期健康診断ではつねに問題となり，またときに頻脈

性不整脈を引き起こして医学的な治療の対象となった

り，さらにまれには若年者における心臓性突然死の原

因になることもある．このような意味で WPW症候群

は，循環器領域における学生保健管理や健康支援の面

で以前から大きな問題になってきた．今同われわれは

本学の学生定期健康診断で指摘され，かつその後の日

常保健室業務か循環器診療のなかで，正確に経過を把

握できた WPW症候群の学生を検索したところ， 2 

名の WPW症候群の学生が該当し，これらはいずれも

各々違う意味で教訓的であったのでここに報告する．

方 法

本学では例年春に学生定期健康診断（以下定期健診）

を行い，新入生健康診断（以下新入生健診）もこの一

部として行われる．今回の研究は当センター倫理委員

会の承認により行われた（課題番号： HIS-2003-9).

対象は 1)1995年から2003年までの新入生健診の標準

12誘導心電図で顕性 WPW症候群と診断され， 2) 

その後当センター分室ないし保健室か，またはいずれ

かの医療機関で経過観察が可能で， 3) その経過の公

表に関する文書同意を得た学生である．方法は定期健

診で WPW症候群と診断された場合に， 二次健診と

して当日または後日心臓精密検査を実施した．実施機

関は当センター分室・保健室か紹介先の関連医療機関

で，心臓の精査は通常，心臓超音波検査， 24時間心電

図検査運動負荷試験とした・今回検索し得た範囲で，

上記に該当した WPW症候群の学生は 2名であった

ので，以下の結果でその詳細を述べる・

結果

1例目は治療時点で21歳であった男子の学部生であ

る．小学生時より学童健診で WPW症候群を指摘さ

れていた．中学時代から動悸発作を経験し，近医で投

薬を受けていたが，服薬は不規則であった．1995年本

学入学後の新入生健診でも顕性 WPW症候群を指摘

された．この時の心臓超音波検査ではエプスタイン奇

形の合併は認めなかった． 1996年頃から動悸発作の頻

度が増加したため， 1997年 WPW症候群の治療目的

で九州大学病院に入院した．入院後，文書同意のもと

に高周波カテーテルアブレーションを施行した．施行

前の標準12誘導心電図は C型 WPW症候群を呈し

（図 1A), Gallagher分類］では副伝導路の存在部位

は右側中中隔と推定された．はたして臨床電気生理学

的検査では洞調律下でも右室ペーシング下でも同部位

に最早期興奪部位を認め，まず体表面心電図上のデル

夕波からの早期性を指標に通電を行った（図 2)． し

かしデルタ波の再発を認めたため，解剖学的なアプロー

チで追加通電を行った．カテーテル先端が右房壁の一

部に触れただけで上室性頻拍（房室同帰性頻拍）が誘

発され（図 3A)，かつそれが心屑細動へ容易に移行

した（図 3B)．心屠細動は不規則な R-R間隔の wide

QRS波形でいわゆる偽性心室頻拍を呈した．最後に

右室ペーシング下で追加通電し，計 5回の通電で室戻

伝導がないことを確認して高周波カテーテルアブレー

ションを終了した（図 1B). この学生は以後服薬な

しで不整脈発作も経験していない．突然死の家族歴は

なかった．

2例目は現在19歳の男子の学部生である．生来健康

で家族歴に突然死はなく，高校生時代に心臓健診で異

A
 

B
 

Fig. 1 Twelve-lead (surface) electrocardiographic 

(ECG) recordings performed prior to (A) and 

immediately after (B) the radiofrequency 

catheter ablation performed in the male 

Kyushu University student with 

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome. 

Note that the characteristic delta wave was 

eliminated by the ablative therapy and that T 

wave inversion was observed in Ill and aVF 

(so-called "T wave memory"). 
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Fig. 2 Electrophysiological study under the first 

application of radiofrequency current (RF 1). 

Note that wide ORS compatible with WPW 

syndrome was observed in surface ECG, and 

that this ORS complex was normalized by the 

RF current application. On and off represent 

the beginning and the termination of the RF 

current application, respectively. Duration of 

the first RF energy application was 11283 

msec. ABL, ablation catheter; CS, coronary 

sinus; HBE, His bundle electrogram; HRA, 

high right atrium; RVA, right ventricular apex. 

常を指摘されていた． 2002年に本学に入学した際，新

入生健診で顕性 WPW症候群 (A型）を指摘された．

明らかな動悸発作は経験しておらず，服薬歴はなかっ

た．他の WPW症候群の学生とともに後日保健室に

呼び出し， WPW症候群の一般的な説明と問診を行っ

た．新入生健診の現場では WPW症候群についての

十分な説明が困難であるため，資料 1に示すパンフレッ

トを対象者に手渡し，後日保健室への呼び出しを行っ

ている．この学生もこのパンフレットを読み，保健室

への呼び出しに応じたが， WPW症候群についての保

健室での説明がやや難解であったためか，かえって誰

にでもあるくらいの動悸にも過敏になり，また不安を

抱く結果となった．そのため以後保健室へしばしば来

室するようになる時期があった． WPW症候群の大多

数の予後が良好であることを繰り返し説明して，現在

これらの不安は軽減し，かついまだ頻脈発作も経験し

ていない．特に抗不安薬は使用しなかった．

考 察

WPW症候群は例年本学でも新入生健診において数

名前後から 10名程度に認められる．例年これだけの

WPW症候群の新入生を受け入れる本学では，該当者

＾ し ＇ 

B,じI

Fig. 3 Surface ECG monitoring under the catheter 

manipulation. A: Catheterization caused the 

premature beat followed by the regular wide 

ORS tachycardia which was considered as 

atrioventricular reciprocating tachycardia 

(AVRT). B: AVRT was converted 

spontaneously to the atrial fibrillation with 

wide ORS complex masquerading as 

ventricular tachycardia (i.e., so-called 

"pseudo VT"). 

を当センター分室ないし保健室へ呼び出して， WPW

症候群という疾患の一般的な説明をおこなっている．

その際に問診や生活指導と不整脈発生時の対処法の指

導時に治療目的で医療機関への紹介を行うが，これ

らは当センターの重要な業務のひとつである．

そのなかで今匝経験したこれらの 2名の学生はおの

おの教訓的であり，その後のわれわれの WPW症候

群の学生保健指導に対して大きな影響を与えた． 1例

目は WPW症候群に多い心房細動が偽性心室頻拍を

呈した例で，通常は緊急治療が必要とされる 2)．本例

の偽性心室頻拍は250／秒の著しい頻拍を呈したが，

その最中の最短 R-R間隔は副伝導路の順行性の不応

期にほぼ相当する．臨床電気生理学的検査は WPW

症候群における副伝導路の性状を正確に評価して，ハ

イリスク群を同定するのに有用であるが，本例で副伝
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WPW症候群といわれたら・

A．通常の心臓＝電気じかけ

C.WPW症候群

E.WPW症候群の不整脈①

このような時.....

電気の

ルグル
り

1息をこらえて下腹に力をいれてみよう

2冷水をゆっくり飲んでみよう

3冷水で顔を洗ってみよう

4これらで止まらなければ病院へ

資料

導路の不応期が238ミリ秒であったことは偽性心室頻

拍が約250／秒であったことにも対応する．一般に 1)

副伝導路の不応期が250ミリ秒以下の例， 2) 複数の

副伝導路を有する例， 3) エプスタイン奇形の合併例，

4) 房室回帰性頻拍と心房細動の合併例はハイリスク

B．電気の通り道

縁帯

D.WPW症候群の電気の通り道

F.WPW症候群の不整脈②

変電所では

混乱を修正

このような時・・・・・

直ちに病院へ！

予防法は・・・・・？

電気の混乱が

そのまま心室へ

運動後のクールダウンは十分に

日中の疲れ⇒暴飲暴食⇒睡眠不足

のパターンをなくす

群と考えられる 尺 本例ではこのうち 1)と4)が該

当し，ハイリスク群と考えられたため高周波カテーテ

ルアブレーションを第ー選択の治療法と した八

一方， 2例目は一度の頻脈発作もなく，通常の学生

生活を送っていた WPW症候群の学生である．現在は



本学で経験した Wolff-Parkinson-White症候群の 2名の学生に対する保健管理と健康支援 59 

高校でも心臓健診が普及し，顕性 WPW症候群は日

常生活や運動指導の観点からも本人に告げるケースが

多いために，大学入学の時点で本人が病名を知ってい

るケースが多い． しかしこの学生の場合は WPW症候

群という病名を知らず，新入生健診でそう 告げられた

際に戸惑いを見せた．このような状況がその後の詳し

い病状説明に不安を抱かせた結果となった点は，今後

の反省材料とすべきである． WPW症候群は一度の頻

脈も経験しない例から頻回の発作を経験する例までさ

まざまである．明らかな頻脈発作のない WPW症候群

は定期健診の対象ではあるが， H常生活の制限は行わ

ず治療対象でもない 5). しかし遣族の意思で公表を厳

に控えるが，一方で一同の頻脈発作もない顕性 WPW

症候群の突然死例を近年われわれは経験した．それ以

降の保健室での呼び出しと指導にややもすると行き過

ぎがあったとすれば再検討の余地はある．先の突然死

例の死因は推測の域を出ないが，最初の不整脈発作が

WPW症候群にともなう心房細動で，これが偽性心室

頻拍から血行動態の不安定化や冠血流量の減少，心筋

代謝の悪化などを介して真の心室頻拍や心室細動へ移

行し，これが直接死因となった可能性がある． WPW

症候群では，このような致死的なプロセスの最初の段

階である心楊細動の発生を抑止することが重要な治療

戦略になると考えられる．近年，若年性突然死の剖検

例の報告から，生前心房を中心とした心筋炎が証明さ

れている八また突然死から蘇生された若年者を対象

に臨床電気生理学的検査を施行した結果， 22例中 3例

が WPW症候群であったという 7). これらを総合する

と， WPW症候群の若年者がウイルス性心筋炎に罹患

した際や罹患しやすい状況（過労・飲酒・連動・睡眼

不足などが複数重なった状況など）では注意が必要と

推察される．本学の定期健診で例年遭遇する WPW症

候群の学生に対しては，このような観点からの再検討

が必要な時期にさしかかっていると考えられる．

まとめ

本学の定期健診で遭遇し，その後の経過を観察しえ

たWPW症候群の学生を検討した．その 2名から得

られた教訓は， 1)ハイリスクの症例には早めに非薬

物療法を検討すること， 2)多彩な臨床症状を呈する

WPW症候群の学生に対しては，おのおのの状況に応

じた保健管理と健康支援を行う必要があること， 3) 

一度の頻脈発作も経験していない症例での心臓突然死

をいかに予知・予防するかについて早急な対策が必要

であること，の 3点である．
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