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緒 言

ベ ク トル心電図(VCG)の 誘導法 につ い ては,

今 日まで種 々の研究報告 がな されて きて いる.そ れ

は,い ずれ もVCGが 心起電 力 を空 間的 に 表 現 す る

方法であ るため,そ の表現方 法がいかに忠実かつ高

精度に行なわれ るか,す なわ ち表現 の歪 みをいかに

少な くす るか についての研究 の成 果 と思 われ る.

従来の誘導 理論は,人 体 を球 ない し無 限均一導体

と考 え,そ の中心に心臓 に相当す る電気 的双極子が

存在す ると仮定 されていたが, Burger and van

 Milaan1)に よって提唱 され た誘導 ベ ク トルの理論,

 McFee and Johaston2)に よ る誘導 フィール ドの概

念, Schmitt3)に よる伝達 インピー ダンスな どの 新

理論 が提唱 され,そ の結果心電図学は著 しい進歩 を

とげるに至 った.

す なわち新理論 では,従 来の仮定 をとり去 って,

現実 の人体 と心臓起電力 との間の関係 を投影 法 とい

う方式 によ り考 えるよ うになった もので,こ の新誘

導理論 によ り心電図 を解釈す る際 に,体 表面電位 に

変化 を与 える2つ の要因 である心起電力 ベク トル と,

誘導 ベク トルとを別 々に考察す ることがで きた.後

者の誘導ベ ク トルは,胴 体 の形,心 起電力の位置,

誘導点の位 置そ して胴体 内伝導度不均一性 によって

規定 され る1つ のベ ク トルである.

ところで,胴 体 内伝導度不均一性が誘導ベ ク トル

に及 ぼす影響 につ いて は, Burgerら に よ って も指

摘 され,そ の後 も種 々の検討がな されて きた.心 臓

に近 い胴体内組織 の中で比抵抗 が心筋 と大 きく異 な

る組織では,脊 椎,肺,血 液 があげ られる.そ こで

本実験 では,脊 椎 および肺 の問題 をと りあげ,犬 の

生体組織 の比抵抗 を測定 し,そ の比抵抗 に近似す る

脊椎模型 および肺模型 を作製 して,こ れ らを人体胴

体模型 内に入れ,発 電源 として人工双 極子を使用 し,

胴体内伝導度不均一性が体表 面電位 に及ぼす影響 に

つ いて比較検討 した.

新理論によれば,心 筋の電 気的活動 に伴 う電位分

布 は,心 筋 のサイクルの各瞬 間において単一 の双極

子 によって代表 でき,こ の心双極子は心臓 サイ クル

の間位置が固定 し移動 しない とい う仮定 を残 して い

る.心 双極子の位置的変 化が誘導 ベ ク トルに及 ぼ す

影響 につ いては,彼 来均一胴体模型 と肺模型 を用 い

た不均一胴 体模型 で検討がな されて きたが,本 実 験

で は,脊 椎模型 および肺模型 を人体胴体模型 内に入

れた胴体 内伝導不均 一の条件の もとで,心 臓存在 領

域 内と思われ る15箇 所に人 工双極 子を移動 させて,

現 在臨床 面で使用 されている修正直交誘導 法のFrank

誘導法 とMcFee-Parungao誘 導法,お よ び標 準12

誘導法 について,誘 導 ベ ク トルの観点 よ りその影響

につ いて も同時に比較 検討を加え,興 味 ある成績 を

得 たので報告す る.

方 法

1. 生 体組織 の比抵抗

ⅰ) 針電極の作製

カテ ラン針 を2本 使用 し, 2本 を平行に厚 さ1 .5

cmの ゴムと接 着剤 で固定 して,針 先端1cmを 残 し

マニキ ュアを ゴムまで塗 り絶縁 し,合 計4組 の針 電

極を作製 した.各 針電極の構造 は表1に 示 した如 く

であ る.
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表1　 針 電 極

ⅱ) 針電 極定数 の決定

実測 され る抵抗値は,針 電 極の大 きさ,太 さと針

電極間の距離 によって左右 され るので,実 測値 よ り

試料の抵抗の絶 対値,す なわ ち比抵抗 を求 めるため

には,針 電極定数 を求 めてお く必要 がある.抵 抗R

と比電導度kの 間 には次の関係があ る.

k=K/R

Kは,針 電極の幾何学 的構造 のみによって定 まる針

電極の固有値,す なわ ち針電極定数 である. Kを 定

め るために,比 電導 度0.0116442Ω-1cm-1の0.1Nの

KCl標 準溶液(20℃)を 用いて,各 電極 について実

測 した抵抗値 か らKを 求 めた.抵 抗 値の測定 は, 

Hewlett-Packard製 ベ クトル ・インピ ー ダ ンス ・

メーター4800A型 を使用 し, 5KHzの 周 波 数で行な っ

た.求めた各針電極定数 は,表1に 示 した如 くで ある.ⅲ

) 生体組織の比抵抗の測定

抵抗 の測定方法 は交流法 で行ない,前 記のベ ク ト

ル ・イン ピーダンス ・メーターを使用 して インピー

ダンス(Z)と 位相角(θ)を 直読 し,下 記の関係 よ

り抵抗Rxを 測定 した.

Rx=Zcosθ

測定 に用 いた周波数は,分 極 をで きる限 り小 さくす

るために5KHz～10KHzと した.

さて体8～13kgの 雑種成犬4頭 を静脈麻酔後,

気管内挿管 による調節 呼吸下 で開胸 し,肺,心 筋,

肝臓,骨 格筋に針 電極 を絶縁 した部分 まで完 全に差

し込み,ベ ク トル ・インピーダンス ・メー ターに接

続 して,前 記の方法で測定 した.脊 椎 の場合 は,死

後 ただ ちに取 り出 して測定 し,脂 肪 は豚 を使用 して

測定 した.な お各組織 についての抵抗 の測定 は, 1

本の針電極 を用い, 1つ の組織毎 に3箇 所行 なった.

また血液では,ガ ラスセルを使用 し周波数1KHzで

測定 した.

実測 した抵抗値Rxよ り

R(Ωcm)=Rx/K

の関係にて,各 組織 の比抵抗Rを 求 めた.な お抵抗

測定の前に, 0～10μFの 容 量 を もつ可変 コンデ ン

サ ーを用いた交流 ブ リッジ法(Hewlett-Packard

製4255A抵 抗 測定器)に よ る実測 抵抗 値 と,ベ ク ト

ル ・イン ピーダンス ・メーター法 による実測抵抗値

とを比較 したが,ほ とん ど一致 した結果 が得 られた.

2. 誘導ベ ク トルの測定ⅰ

) 人体胴体模型

日本成人男子の標準体格 に近 い人 をモデル として,

厚 さ5mmの アクリル樹脂 で中空 の人体胴体模型 を作

製 した.胴 体模型の胴長 は60cm,第5肋 間心室 中心

の高 さにおける前後径は18.5cm,左 右径 は31.5cmで,

容積 は約34lで あった.誘 導 ベ ク トルの測定に際 し

ては,脊 椎模型 と肺模型 の固定を容 易にす るため,

人体胴体模型 を上下を逆 に して使 用 した.(図1).

ⅱ) 人工双極子

構造:誘 導 ベ ク トルの測定 は,心 起電力 を単一定

位双極子 と仮定 して,極 間距離 を1.5cmと して両極

共直径1.2cmの 銀板 を使用 して人工 双 極 子 を作製 し

た.こ の人工双極子 を胴体模型 内で任意の位置 に移

動固定 させ るために, X, Y, Zの3軸 方向に正確

に動 く移動器 に支持器を使 用 して固定 させた(図1).

位置:人 工双 極子 を置 いた位置 は,胸 部 レ線平面

並 びに側面写真 よ り心室の中心 と して定 めた点,す

なわち心中心点 である.求 めた心中心点 は,胸 骨左

縁第5肋 間の高 さで,胴 体模 型の中心 よ り左方2.9

cm,前 方2.5cmの 点 であった(図2) .ま たFrank誘

導 法, McFee-Parungao誘 導 法,お よび標 準12誘

導法の誘導ベ ク トルの測定 の場合 は,人 工双極子 を

心 中心点 を中心 として,心 臓存在領域 を充分含 むよ

うに推定 した点,す なわ ち左右,上 下,前 後方向 に

各 々1.5cm間 隔 に合計15点 に 移 動固定 した(図3).

ⅲ) 誘導電極

誘導電 極は,直 径2mmの 銀線 を使用 して,こ れ を

胴 体模型 の壁 に植 え込 み,壁 内面 に突出 させ,そ の

断 面を除いて突 出部 をマニキ ュアで絶縁化 した.植

え込 んだ誘導点 は, image surfaceの 作 成 のために,

胴体 中心 を中心 として5度 間隔に1レ ベルにつ き72

点,第5肋 間心中心の高 さ,す なわ ち第4レ ベルよ

り上下方向 に5cm間 隔で9レ ベル合計648点 で,そ

の他Frank誘 導法, McFee-Parungao誘 導 法,標

準12誘 導法の各誘導点 に も誘導 電極 を植 え込 んだ.

誘導点 は,心 中心 レベルにおいて, Frank誘 導 法の

A電 極点 に相当す る点 をNo. 1と し, C点 に 相 当す る

点 をNo. 10, E点 に相 当す る点 をNo. 19, I点 に相当す る
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点 をNo. 37, M点 に 相 当 す る点 をNo. 55と した(図2).

図1　 実験装置 A:胴 体模型

B:人 工双極子

C:移 動器

図2　 心中心点 ・誘導電極点・脊椎模型および肺

模型の固定位置と比抵抗

図3　 Frank誘 導 法, McFee-Parungao誘 導 法,

標 準12誘 導 法 の誘 導 ベ ク トル の測 定 時 に,人

工双 極子 を移 動 した15点 を示 す.心 室 中心 は

B-1で あ る.

ⅳ) 脊椎模 型.肺 模型 の作製 と固定

脊椎模型 および肺模型 は,胸 部 レ線平面並 びに側

面写 真,解 剖学 図譜,立 体解剖模型 を参考に してそ

れ らの大 きさ,形 を決 め作製 した.模 型の素材 は,

犬生体組織 の比抵抗 にで きるだけ近似 した比抵抗 を

もつ ものを選 んだ.すなわ ち脊椎模型 は,比抵抗2923

Ωcmの スポ ンジを使用 し,肺 模型は,比 抵抗1264Ω

cmの 寒天(寒 天10gを0.2%の 食塩水10mlとH2O

 200mlで 溶か した もの)を 使用 した.肺 模型 は,粘

土 と石膏 を利用 して形取 りをし,そ れに寒天 を流 し

込 み固形化 して作製 した.胴 体模 型内におけ る脊椎

模型 の固定 は,絶 縁 した銀線 を胴体模型壁 の3箇 所

に植 え込 み,ゴ ムを使用 して固定 し,肺 模型 の場合

は,網 目の大 きい網 に肺模 型 を入れ固定 した.作 製

した脊椎模型 および肺模 型の形状 と胴 体模型 内の固

定 は,図2に 示す如 くで あった.胴 体 内溶液 は,比

抵抗225Ωcmの0.2%の 食塩水(20℃)を 使用 し,脊

椎模型 はその約13倍,肺 模型はその5.6倍 の比抵抗

であ った.

ⅴ

) 誘 導 ベ ク トルの 測 定 方 法

誘 導 ベ ク トルの 大 きさの測 定 は, Hewlett-Packard

製204C型 発 振 器 か ら, 4.0mA, 100Hzの 正弦 波 電 流

を,前 述 の 如 く固 定 した 人 工双 極 子 のX, Y, Z方
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向すなわ ち胴体解剖軸 の左右,上 下,前 後方向 に順

次に通電 し,胴 体表面 の各誘導点 とWilson中 心 電

極間 との電 位差 をHewlett-Packard製403型 交流電

圧計で測 定 し,こ れ を誘導 ベ ク トルのX, Y, Z成

分 の大 きさとし, 0.1mVの 大 きさを1単 位 として記

録 した(図4).

誘導 ベ ク トルの方向の決定 のために, X成 分の測

定 時 には人 工 双極 子 の左 側の電極 を, Y成 分の測定

時 に は下側 の 電極 を, Z成 分の測定時には前側の

電極 をそれ ぞれ プラス側 に,反 対側 をマイナス側 に

接続 して断続的に,電 子管刺激装置(日 本光電製M

SE-20)よ り直流電流を通電 して,各誘導 をHewlett-

Packard製Photocorder (2901 type)に 接続 して

矩 形 波 を描 か せ,その 向 きによ り方 向 を決 定 した.

測定 した誘導 ベ ク トルのX成 分では,胴 体模型 の左

方 を向 く時 を, Y成 分で は下方 を向 く時を, Z成 分

で は前方 を向 く時 をそれ ぞれ プラスとし,そ の反対

方向 を向 く時をマイナス として記録 した.

誘導 ベ ク トルの測定は, (1)胴 体 模 型 内 を0.2

%の 食塩水(20℃)で 満た し均一導 体 とした場 合,

 (2)脊 椎模型 を(1)の 中に入 れた場合, (3)肺 模型

を(1)の 中に入 れ た場合, (4)脊 椎模型 と肺模型を

同時 に(1)の 中 に入れた場合について行な った.

図4　 誘導 ベ ク トルの測定方法

成 績

1. 生 体組織 の比抵抗

各生体組織 よ り測 定 した実測抵抗 値よ り比抵抗 を

求 めた.測 定 した時の温度 は,生 体温の状態 である

が,脊 椎 と脂肪 は,死 後摘 出 して測 定 したため室温

の状態 であ った.測 定 した各組織 の比抵抗 は,表2

に示 す如 くであった.す なわ ち,脊 椎,脂 肪 の比抵

抗 が最 も高値 で,次 いで肺,肝 臓,筋 肉 などで,血

液 は最 も低値 を示 した.ま た血液 の温度 とヘマ トク

リッ ト値(Ht.)に よる比抵抗 の変化 を観察 したが,

図5に 示 す如 く, Ht.が 高い程比 抵抗 は 高 く,温 度

が高 くなるに従 って比抵抗 は低 くなる傾向 がみ られ

た.

2. 胴体 内伝導度不均一性 による体表面電位の変化

ⅰ) image surfaceの 変 化

均一導体 と比較 したimage surfaceの 変化は,心

中心 レベルすなわち人工双極子 と同 じ高 さにお ける

誘導点 で,最 も大 きい変化 がみ られ た.

水平面image surface(図6):脊 椎 模 型を入れ

た場合 は,前 胸部 と脊椎の左側の領域で大 きくなっ

た.肺 模型 を入 れた場合 は,肺 模型の存在す る領域

で左右 に縮少 し,肺 模 型の存 在 しない前 胸部 で前方

に大 きくなった.脊 椎模型 と肺模型 を 一緒 に入 れた

場合 は,脊 椎模 型のみを入れ た場合 に 比べ,肺 の存

在す る領域 において左右 に縮少 した.

前額面image surface(図7):肺 模型 を入れた

場合 は,肺 模型 の存在 しない前胸部の領域 で上方に

大 きくな り,肺 模型 の存在す る領域で左右 に縮少 し

た.脊 椎模型 と肺模型 を同時 に入れ た場合 は,肺 模

型のみ を入れた場 合 と同様の変化がみ られ,脊 椎模

型のみでは,均 一導体 と比べ変化がみ られ なか った.

左側矢状 面image surface(図8):脊 椎 模 型を

入れた場合は,あ ま り変化がみ られなか ったが,肺

模 型 を入れ ることによ り,前 胸部の領域で前上方に

大 きくな り,ま た脊椎模型 と肺模型 を同時 に入れた

場合 も同様 の傾 向がみ られた.

次 に各image surfaceを 構 成す るX, Y, Z各 成分

につ いて比較検討 した.

X成 分(図9):肺 模型 を入れた場合 は,肺 模型

の存在す る領域 で著 明に小 さくなった.脊 椎模型 を

入れた場合は,脊 椎 の存在 する両側,特 に左側にお

いて大 き くな ったが,変 化は肺模型 を入れた場合に

比べ,軽 度で あった.
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表2　 生体組織の比抵抗

図5　 血 液のHt.と 温度 による比抵抗 の変化 図6　 心 中 心 の 高 さに お け る水 平 面image surfce
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Frontal Plane

―― homogeneity ------lung model

--―--spine model _??_spine and lung models

図7　 心 中 心 の高 さに お け る前 額 面image surface

Sagittal Plane

―― homogeneity ------lung model

--―--spine model_??_spine and lung models

図8　 心 中 心 の高 さに お け る左側 矢 状 面image

 surface

X component of lead vector

―― homogeneity -----lung model

--―--spine model _??_spine and lung models

図9　 心中心の高 さにおける誘導 ベク トルのX成 分

の変化

Y component of lead vector

――homogeneity ------lung model

--―--spine model _??_spine and lung models

図10　 心中心の高 さにおけ る誘 導 ベ ク トルのY成 分

の変 化

Y成 分(図10):肺 模型 を入れ ることによ り,肺

模 型の存 在 しない前胸部の領域で上 方に大 きくな っ

たが,脊 椎模型 のみを入れ た場合は,ほ とん ど変化

がみ られなか った.

Z成 分(図11):肺 模型 を入れた場合 は,肺 模型

の存 在 しない前胸部で大 き く,左 後方 の領域で小 さ

くな った.脊 椎模型 を入れた場合は,前 胸部 と脊椎

模型 の左側 の領域で大 きくな ったが,変 化 は肺模型

に比べ,軽 度 であった.脊 椎模型 と肺模型 を同時に

入れた場合 は, X, Y, Z成 分 と もに,ほ とん ど肺

模 型 による変化 と同様の傾 向 を示 した.

以上述 べたX成 分, Z成 分 の変化 は,心 中心 レベ

ル,す なわ ち人工双極子 と同 じ高 さにお ける誘導点

で最 も著明で,上 方 あるい は下方の レベル にな るに

従 って変 化は小 さくなったが, Y成 分の変化は, Ⅰ

レベル, Ⅸレベル,す なわ ち人工双極子の高 さよ り

離れた誘導点 になるに従 って大 き くなった.
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ⅱ) 各誘導法の誘導 ベ クトルの変化

人工双極子 を心 中心 を中心 として,心 臓存在領域

を含 む と想定 した15箇 所の点 に移動 させて誘導 ベ ク

トルを測定 し,均 一導体 との変化 について比較検討

した.

Z component of lead vector

―― homogeneity

--―--spine model

------lung model

_??_spine and lung models

図11　 心中心 の高 さにおける誘導 ベ ク トルのZ成 分

の変化

Frank誘 導法:

誘導 ベ ク トルの大 きさ(図12,表3)は,本 法 で

は,均 一導体 の場合, X, Y, Z誘 導 の大 きさは均

等 で,正 規性 は良 く,脊 椎模型 を入れた場 合は,各

誘導 とも軽度減少 したが,正 規性 は保たれていた.

しか し肺模型 を入れ た場合は, X誘 導 で軽度減少 し

Y誘 導, Z誘 導 で増大 し,正 規性 は悪 くなった.ま

た脊椎模 型 と肺模型 を同時に 入れた場 合は,肺 模型

によ る変化 と同様の傾向がみ られた.

誘導 ベ ク トルの方向(図13,表4)は,脊 椎模型

を入れた場 合は均一導体 と同様に,直 交性 は保 たれ

ていたが,肺 模型 を入れ ることによ り, Y誘 導のX

成分, Z誘 導 のX成 分の変化が大 きくな り,直 交性

は悪 くな った.

Magnitude of Lead Vector

 Frank system

図12　 人工双極 子の位置の移動によ るFrank誘 導 法

におけ る誘導 ベク トルの各成分の大 きさ

(H:均 一導 体, S:脊 椎模型, L:肺 模型)

表3　 Frank誘 導法の誘導ベ ク トルの大 きさの平均値 と標 準偏差 ()標 準偏差
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表4　 Frank誘 導 法の誘導 ベク トルの実測値 と方向の変 化
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表5　 McFee-Parungao誘 導 法の誘導 ベ ク トルの大 きさの平均値 と標 準偏差 ()標 準偏差

Direction of Lead Vector

 Frank system

図13　人工双 極子の位置 の移動 によるFrank誘 導法

におけ る誘導 ベ ク トルの方向の変化(H:均

一導体
, S:脊 椎模型, L:肺 模型)

McFee-Parungao誘 導法:

誘導 ベ ク トルの大 きさ(図14,表5)は,均 一導

体では, X, Y誘 導 に比べてZ誘 導 が大 きくな り,

正規性 は不良で あった.脊 椎模型 を入れ た場合は,

各誘導 と も軽度増大 し,肺 模型 を入れた場合は, X

誘導が減少 し, Y, Z誘 導 は軽度増大 した.脊 椎模

型と肺模型 を同時 に入れた場 合 も,肺 模型 によ る変

化 とほぼ同様 な傾向がみ られた.

Magnitude of Lead Vector

 McFee-Parungao system

図14　 人工双極子の位置の移動によるMcFee-

Parungao誘 導法 におけ る誘導 ベ ク トルの各

成分の大 きさ

(H:均 一導体, S:脊 椎模型, L:肺 模型)

誘導 ベ ク トルの方向(図15,表6)は,均 一導 体

の 場 合 と比 較 して,肺 模 型 を入れた場合, X,

 Z成 分に軽度の変化がみ られ,直 交性 は軽度悪 くな

る傾 向がみ られ たが,脊 椎模型 による変化はみ られ

なかった.

すなわ ち,導 体の不均一性 による変化 は, Frank

誘導 法に比べ, McFee-Parungao誘 導 法の方が軽

度であった.

標 準12誘 導法:

日常広 く行 なわれて いる標準12誘 導法の誘導 ベク

トルの大 きさの変化(図16, 17)は,均 一導 体の場

合 と比較 して,標 準肢誘導な らびに単極肢誘導 は,

脊椎模型 を入れ た場合では,各 誘導 において軽度増
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表6　 McFee-Parungao誘 導法の誘導 ベ ク トルの実測値 と方 向の変化
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大 したが,肺 模型 を入れた場合 は, Ⅰ誘 導で減 少 し,

 Ⅱ, Ⅲ, aVF誘 導 で増大す る傾向がみ られた.次 に

胸部誘導 では,脊 椎模型 を入れた場合,各 誘導 で軽

度増大 したが,肺 模型 を入れる ことによ り, V1, V2,

 V3誘 導で増大 し, V5, V6誘 導 で減少 す る傾向がみ

られた.脊 椎模型 と肺模型 を同時 に入れ た場合では,

肺模型 を入れ た場合の変化 と同様 の傾向 を示 した.

Direction of Lead Vector

 McFee-Parungao system

図15　 人工双極子の位置の移動によ るMcFee-

Parungao誘 導法にお ける誘導 ベ ク トルの方

向の変化

(H:均 一導 体, S,:脊 椎模型, L:肺 模型)

Magnitude of Lead Vector

 Mean and S . D.

図16　 人工双極子 の位置の移動 による標準肢誘導 と

単極肢誘導 の誘導 ベ クトルの大 きさの変化

(H:均 一導体, S:脊 椎模型, L:肺 模型)

Magnitude of Lead Vector

 Mean and S. D.

図17　 人工双極子の位置の移 動による胸部誘導 の誘

導 ベ ク トルの変化の大 きさの変化

(H:均 一導体, S:脊 椎模型, L:肺 模型)

考 案

体表面電 位に影響 を与える因 子は,心 起電 力ベク

トル と誘導 ベ ク トルがあ り,こ の誘導 ベ ク トルは,

胴体内伝導 度不均一性,胴 体の形,誘 導電極の位置

および心起電 力の位置な どによ り影響 を うける.

1. 生体組織 の比抵抗

胴体内伝導度 不均一性 については,生 体組 織 の比

抵抗 値の検討が必要 である.生 体組織 の抵抗の測定

法 としては,交 流法と直流法が あるが,本 実験 では

交流法 を用いた.電 気抵抗の測定方法は,測 定 す る

試料 については,特 別な考慮 が必要 である.す なわ

ち生体組織の抵抗 を測定 する場 合は,分 極が少な く

組織損傷ので きる限 り少ない電極 と,瞬 時 に実測抵
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抗 値を読み とる必 要があるため,従 来使 用 されて き

た交流 ブ リッジ抵抗測定 器の 代わ りに,ベ ク トル ・

イン ピー ダンス ・メー ターを使用 した.こ の測定 器

の特性 は,未 知 の二端 子回路 において, 5Hz～500

KHzの 周波数 を連続 可変す ることによ って,イ ンピ

ーダンス(Z)お よび位 相角(θ)を 直 読で きるこ

とであ る.次 に針電極 を作製す る際に,針 電極 に使

用 した カテ ラン針の特性 を知 るために,作 製 した針

電 極において,純 抵抗 が測定で きる場合 に必要 な針

電極 間 と使用周波数 との関係 について, 0.1%生 食

水 を使用 して検討 した.こ の結果,使 用 した カ テ

ラン針 で純抵抗 を測定 できる条件 は,針 電極間の距

離 が20cmの 場合 の使用周波数は100Hz, 10cmの 場合

は500～1000Hz, 1cmの 場合は5KHz以 上 の周波数

が必要 であった.そ の ため本実験 では, 5K～10KHz

の周波数 を使用 し測定 を行な った.

Geddes and Baker4)は,生 体組 織 の比抵抗 につ

いて, Kaufman and Johnston5), Schwan and

 Kay6)7)8)や その他多数 の報 告者の測定値 を集計 し,

その 中か ら分極 が最小であ った比抵抗値 について比

較検討 してい る.彼 らの報 告 してい る各組織の比抵

抗値 は,血 液(人, Ht. 40%) 148～176,血 液(犬,

 Ht. 40%) 130～158,心 筋(犬)750,骨 格筋(犬)

950,肝 臓(犬)817,脂 肪(犬)2880,骨(牛,豚)

4550,肺(犬,最 大吸気時)2170,肺(犬,最 小呼

気時)401Ωcmで あ る.ま た永田 ら9)の 報 告 は,犬

生体組織の比抵抗の平均値 につい て,心 筋551,骨

格筋528,心 腔 内血液213,肺(呼 気時)920,肺(吸

気時)1260Ωcmで あ る.生 体組織の比抵抗 値は,報

告者に よって可成 りのば らつ きがみ られ,著 者の測

定値 と も,必 ず しも一致 していない.

肺においては,岡 田 ら10)は,肺 の 含 気 量 によ る

変 化を詳細 に調べ,肺 含気量増加に際 しての肺固有

抵抗 の増 加には, (1)肺 内空気増大 自体によ る電気

抵抗 の増 大および(2)肺 内血液量の減少によ る電気

抵抗 の増 大の2つ の因子 が考 えられ ると述べ ている.

またRushら11)は,細 気管支 と動脈 の分 布 の多い内

部 は,肺 表面 に近 い外部 に比 べ電気抵 抗は小 さい と

報告 している.本 実験 では,測 定に際 し心拍動 によ

る影響 が大 きくみ られ たため,心 停止 を きた した直

後 に肺含気量 を300mlと し,こ れを最 大吸気時 と し

て測定 した.ま た針電極 を肺内に挿入 したこ とによ

り生 じる脱気量 や出血 量が,実 測抵抗値 に影響 を与

え るこ とも見逃す ことはで きない事実 で,こ の様な

点 か ら,肺 の電気抵抗 の測定 には,瞬 時 に測定値 を

読 み とるこ とがで きる装置が必要 である.

骨は,不 良伝導体 であ る骨板 部 と,血 液 を含む良

伝導体 の海綿質部 よ りで きてい るため,測 定誤差 を

生 じやす く, Geddes and Baker4)は,各 組織 の中

で測定 は最 も困難 で あると述 べてい る.彼 らの述べ

てい る事実は,本 実験 で も,容 量 の大 きい生体 にお

けるほ ど見 られた.

心筋,骨 格筋 では, Rush11)ら は,針 電極 を筋線

維 に対 して平行 に,あ るいは横断 的に挿入 した場合

で,測 定値は異な ると述 べてい る.

血 液では, Geddes and Baker4)も 指摘 している

ように,温 度 とヘマ トク リッ ト値 によって比抵抗値

は変 化す るが,本 実験 において も,彼 らと同様 の傾

向がみ られた.ま た流動血 を測定 した場合 と非流動

血 を測定 した場合 との比抵抗の比較では, Sigman12),

 Velick13)ら によれば,流 動血 を測 定 した 場 合 にお

いて低 くな るといわれて いる.と ころで本実験 の血

液の比抵抗値 が,他 の報告者のそれよ り軽 度高 い値

を示 しているが,こ れには非流動血 としてガラスセ

ルを使用 して測定 したこと も関与 してい るもの と考

えられ る.

以上 の如 く,生 体組織におけ る比 抵抗値 において

各報告者 によ りばらつ きがあ るが,こ れは,測 定方

法,使 用す る針電極,お よ び同一組織 内における血

液の分布状態 と測定す る方 向な どによ り,測 定抵抗

値 に変化 を生 じるため と考 えられ る.

2. 胴体内伝導度不均 一性 によ る体表面電位の変 化

胴体 内伝導度不均一性については, Burger and

 van Milaan1)に よって指摘 され, McFee and

 Johnston14)は, Helmholtzの 可逆 の 定 理 を利用 し,

電流 の代 わ りに水流 を使用 して,立 体模型の代わ り

に人体 に似 た平板容器 を用 い,比 抵抗の差 に相応 し

て深 さを変 えた心臓,肺 臓,肝 臓 に相 当す る染色物

質 をつ けた石膏 板の模型 を 入 れ,誘 導 相 当点 よ り

水流 を流 し,い わゆ るfluid mapper法 で,人 体に似

せ た実験で不均一性を検討 している. Grayzel and

 Lizzi15)16)は,伝 導 度不均一 性のimage surfaceと

直交誘導 のFrank誘 導法 とMcFee誘 導 法 を含 む6

つのVCG誘 導法に及ぼす影響 について,通 電 紙

(Teledetos)を 用 いて平板の2次 元 胴体模型を作製

し,心 双 極子 を7箇 所 に移動 させ,そ れ ぞれのX,

 Y成 分の誘導 ベ ク トルを測定 し比較検討 してい る.

彼 らに よれば, neck-leg leadの 誘導ベ ク トルの垂

直軸 は,均 一導体 において,角 度で4°,大 きさで

10%以 内の変化 があったが,肺 模型,心 腔内血液模
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型 を用いた不均一導体模型 では,角 度 で35°,大 き

さで3倍 以上の変 化を示 し,ま たVCG誘 導 法の誘導

ベ クトルの角度 と大 きさは,均 一導体 に比べ,す べ

ての誘導 法で,肺 模型 が入 ると変化 が大 きくな り,

更に心腔内血液が入 ると,な お一層 の変化 がみ られ

た と述べ ている.し か し上記 の方法で胴体 内伝導度

不均一性 を検討す ることは,精 密度において劣 るか

もしれない. Nelson17)は,平 板状の胸 郭 模 型の中

に,絶 縁体 と した胸骨模型お よび脊椎模型 と,電 気

抵抗 を変化 させ た肺模型 を入れ, 2-dimensionに

おいて電位分布 の変化 を検討 し,電 気抵抗 の大 きい

肺模型 が,等 電位線 に変化 を与 えることを報告 して

いる.人 体胴体模型 を用 いた導体不均 一性 に関す る

報告では,永 田 ら9)の報告が あるが,彼 らは,日 本

成人男子標準体格 に近 い人 をモデル として作製 した

胴体模型 実験 において,周 囲 に比べ数倍 の比抵抗 を

持つ肺模型 を胴体模型 内に入れ,発 電源 として人工

双極子 を使用 し,誘 導 ベ ク トルな らびに体表面心電

図 に及ぼす肺の影響 を検討 し,同 時 に胴体内の電位

分布 を調べてい る.そ れによれば,人 工双 極子によ

り生 じた電 流線が肺模型 を避 け,肺 の介在 しない方

向へ流れやすいために,誘 導 ベク トルのX成 分が減

少す る一方, Y成 分およびZ成 分 はむしろ増加 した

と述 べてい る.本 実験 の肺模型 を入れた場合では,

彼 らとほぼ同 じ傾 向の変 化がみ られた.

肺気腫心電図の所見について,岡 田ら10)は,動 物

実験 にお いて,肺 内空 気含有量 の増加 によ り,犬 の

McFee誘 導 のX成 分 の減少, Y成 分 の 著 減, Z前

方成分の減少 とZ後 方 成分の増加の傾向がみ られた

と述べてい る.本 実験 の肺模型 を入れ た場合では,

 Y成 分 は軽度増加の傾 向を示 したが,彼 らの報告 の

Y成 分の著減は,動 物 実験 では肺内含気量の増加 に

よ り肺が心臓 を覆 うため,す なわち模型実験 と動物

実験の違 いによ るため と考 え られる.肺 気腫心電図

の成因は,岡 田 らも述 べてい るよ うに,肺 気 腫時 の

横隔膜低位 によ る心臓電気 的中心の降下,心 臓 の垂

直化,心 軸 の時計方 向回転 な どの心臓の位置 な らび

に 回 転 の 変化 と,肺 循環障害 による右室肥大 の影

響 による心起電 力 と心筋興奮伝播過程の変 化のほか

に,肺 内含気量 の増加 による肺電気的抵抗 の増大 が,

誘導ベ ク トルに変 化を与 えること も大 きな要因の1

つであ ると考 えられる.

胴体内組織 の中で,体 表面電位 に及ぼす影響 につ

いては,本 実験 の結果 か ら,脊 椎 よ りも肺 の存在 に

よる影響 が大 きい ことは,明 確 であるが, Kaufman 

and Johnston5)は,胴 体 内伝導 度 不 均 一性 は無視

で きるとし, Schwan and Kay7)8)は,心 臓内の不

均一性 を除 き,生 体組織 は均一容積伝導体 であると

してい る. Nelsonら18), McFee and Rush19)は,心

腔 内血液 が大 きい影響 を及 ぼす と報告 し, Benjamin

ら20)は,肺 血管系の血行動態の変 化が影響 を及ぼす

と述 べてい る. Katzら21)は,不 良 電気 伝導体で あ

る肺の存 在によ り,胴 体内電位分布 が大 き く歪 む と

述べ,永 田 ら9)も,誘 導 ベ ク トルの 観点 よ り体表 面

電位に影響 を及 ぼす大 きな要因には肺が あると報告

してい る.著 者 の実験 か らみて も,比 抵抗 の高い大

きな容積導 体であ る肺 の影響 は無視す ることはで き

ない し,ま た比抵抗 は低 いが諸々の因子に よって影

響 を受 けやすい血液 と血行動態の変化 も,体 表面電

位に変 化を及ぼす大 きな要因 であると思 われ る.原

岡 ら22)も報告 してい るよ うに,心 電図な らびにベ ク

トル心電 図に変 化を与 える もの としては,以 上の如

く導体内伝導度不均一性の誘導 ベ ク トルに及 ぼす影

響 も1つ の因子 であるが,導 体の形 状の変 化,そ し

て心起電力の位置的変化 による影響 も少な くない も

の と考 えられ る.

修正直交誘導 法の目的 は,心 臓存 在領域 内で心双

極子の位置 が変 化 して も,不 変の誘導 ベ ク トルを有

す る誘導 法を合成す ることで ある.修 正直交誘導法

の中で, image surfaceに お ける実験 に基づ いて考

案 されたFrank誘 導 法23)24)は,近 年 臨 床 面 で使用

され,心 起電 力の表現 の歪 みを少な く忠実 に表現す

る方法 とされてい るが,胴 体 内伝導 度を均一 とした

胴体模型の実験で本誘導法 を試み ると,正 規性,直

交性が保たれていた.し か し胴体内伝導度 を不均一

とした実験で,特 に肺模型 を入れての実験 では,正

規性,直 交性は ともに不良 となった.ま たMcFee-

Parungao誘 導 法25)では,胴 体内伝導 度均一 の状態

では, Z誘 導 のZ成 分が大 きくな り,正 規 性,直 交

性 はFrank誘 導 法に比べ劣 った.こ れは, Z誘 導 点

が左前胸部 に3点 存 在す ることによ り,人 工双極 子

の位置的変化が強調 され ることによる もの と考 えら

れる.

結 論

生体組織の比抵抗 を測定 し,胴 体 内伝導度不均一

性 に関 して脊椎お よび肺 をと りあげ,そ れ らの比抵

抗 な らびに人体の形状に近似 した脊椎模型 および肺

模型 を, 0.2%の 食 塩 水で満 た した日本成人男子胴

体模型 内に入 れ,発 電源 として人工双極子 を用 い誘
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導 ベ ク トルを測定 し,脊 椎お よび肺によ る体表面電

位 の変化 を比較検討 した.

1. 生体組織 の比 抵抗 は,脊 椎,脂 肪が高値 を示 し,

次 いで肺,肝 臓,筋 肉な どで,血 液 は最 も低値 を示

した.

2. image surfaceの 変化 は,脊 椎模型 よ り肺模 型

によって変化 が大 きくみられ,こ の傾 向は心 中心 レ

ベルのimage surfaceに おいて顕著 であった.す な

わ ち胴体 内に肺模型 を入れ ることによ り,そ の存在

領域 で縮 少 し,ま たその非存在領域 で前上方 に大 き

くな ったが,し か し脊椎模型 を入れた場合では,胴

体内均 一導体 に比べ著 明な変化はみ られなか った.

3. 人工双極子 を心臓存在領域内 と思われ る15箇 所

に移動 させた場合のFrank誘 導法, McFee-Parungao

誘導法 における誘導 ベ ク トルの変化 は,脊 椎模型 よ

り肺模型 によって,正 規性,直 交性 が悪 くな り,そ

の程度 はFrank誘 導 法において大 きくみ られ た.ま

た標 準12誘 導 法 における誘 導ベ ク トルの大 きさの変

化 は,肺 模型 を入れ ることによ り, Ⅰ, V5, V6誘 導

で小 さくな り, Ⅱ, Ⅲ, aVF, V1, V2, V3誘 導 で 大

きくな ったが,脊 椎 模型 を入れた場合の変化 は軽 度

で あった.

4. 人体胴体模型実験 における脊椎お よび肺 による

胴体 内伝導度不均一性 が,体 表面電位 に及ぼす影響

は,比 抵抗 の高 い脊椎 よ り,容 積の大 きい肺 の方 が

大 きい.

(本論文の要旨は第38回 日本循環器学会総会,第29

回 日本循環 器学会中国四国地方会 および第23回 ベ ク

トル心電図研究会 において発表 した.)

稿を終 るに臨 み,御 校閲 をいただいた小坂淳夫教

授 に深甚な る謝意 を表す るとともに,御 懇篤な る御

指導 をいただいた原岡昭一 助教授 に深謝 いたします.
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Experimental Studies on the Changes of Body Surface Potential

 by Electrical Heterogeneities of Human Torso Model

by

Katsutoshi Inoue

The First Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School,

 Okayama 700, Japan (Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

Human torso models with an artificial lung and/or a spine resembling to shapes of a standard 

Japanese male were made up. Resistivities of these artificial components were the same as the 

ones of canine tissues. The specific resistance of canine spine was considerably higher than 

lung. The models were filled with 0.2 per cent of sodium chloride. Changes of surface poten

tial on the models were investigated with regard to lead vector using a dipole as an electric 

source. All these calculations were performed in comparison with a human torso model without 

the components (homogeneous human torso model). By the experiments, following results were 

obtained.

1. Human torso model with an artificial lung model (lung model) gave significant changes on 

image surface whereas the one with a spine model (spine model) produced little change, 

when a dipole was set at the cardiac center. The tendency became clear on the cardiac 

center level. Lead vectors for the lung model decreased in lung region whereas they in

creased in cardiac region on the body surface of the model.

2. When changes in magnitude and direction of lead vector taken with Frank's and McFee-

Parungao's systems were studied by setting a dipole in 15 different points within a space 

where heart was supposed to be present, lesser normality and orthogonality were observ

ed in the lung model than in the spine model. This was clear in the former's system.

 Magnitudes of lead vector in the lung model decreased in Ⅰ, V5 and V6, on the other

 hand they increased in Ⅱ, Ⅲ, aVF, V1, V2 and V3 of 12 standard leads system, when

 compared to the ones in homogeneous human torso model. These changes were scarcely

 observed in the spine model.

These results could be summarized as follows: changes of body surface potential produced

 by electrical hete rogeneity were more remarkably influenced by setting a lung model which has

 a large volume, than a spine model which has a high resistivity.


