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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　食道ペーシングを行なうにあたり，電極を食道内に挿入する時の不快感を減少させるため，嚥下しや

すいPill　electrodeを応用し，　Catheter　electrodeを用いたHardebeck法と電気生理学的特性について

比較した．基電流，時値，利用時の測定値はPill　electrodeでそれぞれ11．6±3．20mA，4．86±1．86msec，

20．6±4．16msec，　Catheter　electrodeでそれぞれ6．73±2．16mA，4．45±2．54msec，17．9±6．14msecで

あり，基電流値のみ統計学的有意差を認めた．これはPill　electrodeが心・房閾値の最低部位に電極を一定

して固定することが困難なためと，電極の極性が不明なためと考えられた．しかしながら，Hardebeck

法を用いても，Pill　electrode挿入群では全例が挿入時不快感を訴えたが，　Pill　electrode使用群ではほ

とんど認められなかった．心室ペーシングされる率はPill　electrodeの方が高く，至適心室ペーシングの

諸条件については今後の検討が必要であった．

　Pill　electrodeはカプセルを飲み込むことができる年齢層の小児において，経食道ペーシングを行なう

にあたり，患児の苦痛を軽減させることができ，Catheter　electrodeと相補的に使用することによって，

小児の経食道ペーシソグを安全に，安定して行えるものと考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　小児においても，経食道ペーシング法は発作性上室

性頻拍の治療やその発生機序の解明および発作予防薬

の選択などの目的に用いられ，その有用性が広く認め

られつつある1）A－5｝．

　しかしながら，電極を通常経鼻的ないし経口的に食

道下部まで挿入する必要があるため，上咽頭や下咽頭

を傷つけることも考えられた．またロ区気やロ区吐を呈す

る症例も多く，患児にとって必ずしも快よい検査法で

あるとはいえなかった．Pill　electrodeは食道誘導心電

図を比較的容易に記録するため開発されたものであ

る6）7）が，双極電極を有しているため，経食道ペーシン

グに応用可能である．今回われわれは，このPill　elec・

別刷請求先二（〒525）大津市瀬田月輪
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trodeを小児の経食道ペーシングに応用し，　Har－

debeck法を用いたCatheter　electrode法と比較した

ので報告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　発作性上室性頻拍症，洞不全症候群などを疑われ，

経食道ペーシングによる臨床電気生理学的検査が必要

と考えられた7歳から15歳までの小児22例を対象とし

た．

　使用したPill　electrodeはArzco　Medical　Elec－

tronics社製のもので先端に直径3mm，長さ6．5mmの

2個のステレンス電極を有している（図1）．この電極

面積はそれぞれ45．9mm2で，電極の中心間の間隔は13

mmである．この先端の双極電極はゼラチン製のカプ

セルにつつまれている．患児は水と共にこのカプセル

を飲み込む．ゼラチソが溶解し，先端が食道内に達す

るまで数分間待つ．次に先端電極から単極食道誘導心
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　　　　　　図1　Pill　electrode

上はゼラチンカプセルははずしたもの，下はカプセル

をつけたもの，

電図を記録し，このA波が最大振幅となるよう電線を

出し入れし，至適部位に固定する

　一方，Catheter　electrode法では，患児の苦痛を少

しでも軽減させるため，バルーン付きカテーテルを用

いるHardebeck法を応用した8）．すなわち，アメリカ

ン・エドワーズ製スワンガンツ短期ペーシング用カ

テーテル（先端J型，双鶴極間間隔10mm，モデル

97－130－5F）を鼻孔より数cm挿入し，先端のバルーン

をふくらませ，徐々にカテーテルを進ませる．バルー

ソが下咽頭に存在することを患児が感じたら，そのバ

ルーンを飲み込むよう促すか，または咽頭反射を利用

して食道内に挿入する．バルーンを解除し，Pill　elec・

trodeと同様の方法かまたは胸骨上縁』齊間距離だけカ

テーテルを進ませたのち9），固定する．

　Pill　electrodeを使用した11例をA群，　Catheter

electrodeを使用した11例をB群とした．　A波最大振幅

部位で電極を固定し，パルス幅を2，5，8，10，15，20，25，

29mAと変化させて閾値を測定した．すなわち，患児の

自己心電図のR波をトリガーとし，それぞれのパルス

幅において，R－R間隔の50～80％の刺激周期で3発な

いし8発のburst刺激を行ない，全ての刺激で心房が

捕捉されるまで出力電流値を漸増した．完全に心房が

捕捉されたことを確認後，今度は徐々に出力電流値を

下げ，ペーシング不全を生じる直前の電流値を心房閾

値とし，1mAの精度を検討した．各パルス幅における

心房閾値からstrength・duration　curveを描き，漸近線

の値を基電流（Rheobase），これに達したときのパルス

幅を利用時（utilization），また基電流の2倍の強さの

閾値を示すときのパルス幅を時値（chronaxy）とし，

各症例で検討した．次にパルス幅を10msecとし，心房

閾値が最も低い部位（至適挿入部位）に電極を固定し，

日小循誌　2（3），1987

　　　　　図2　Pill　electrodeの位置

左房後方に位置すると考えられる．

刺激電流強度を30mAまで上昇させて，経食道的な心

室ペーシングが可能か否かを検討した．

　刺激発生装置はフクダ電子製カーディアックスティ

ムレータBC－02Aと食道ペーシングユニヅトBC－02

EPで，負荷最大抵抗は5kΩ，最大出力電流は49mA，最

大パルス幅29msecのものを用いた．通常30mAまでの

矩形波による定電流刺激を行なったが，pill　electrode

では電極の極性が不明瞭で，正確にこのような刺激が

行なわれているかは不明であった．

　図2に適切な位置に固定された例における胸部X線

を示した．Pill　electrodeは左房後壁後方の食道内に位

置していると考えられる．

　　　　　　　　　　結　　果

　A群では電極を嚥下するとき，苦痛を訴えた例はい

なかったが，B群では全例catheter　electrodeを挿入

時，上咽頭部の痛みとロ区気を訴えた．A，　B両群とも全

例経食道心房ペーシングは可能であった．図3に各パ

ルス幅における心房閾値の平均を示した．基電流はA

群11。6±3．20mA，　B群6．73±2．10mA，時値はA群

4．86±1．96msec，　B群4．45±2．54msec，利用時はA群

20．6±4．16msec，　B群17．9±6．14msecであった．有意

差は基電流にのみ認められた（図4）．刺激電流強度を

30mAまで上昇させるとA群では3例に心室ペーシソ

グされたがB群では心室ペーシングされた例はなかっ

た．図5に経食道心室ペーシングが可能であった症例

における刺激電流強度と心電図のパターンの関係を示
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　　　図3　各パルス幅における心房閾値

いずれのパルス幅でも，有意にcatheter　electrodeの

方が閾値が低い．平均±標準偏差
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　　　図4　基電流，　　　利用時の比較

基電流（rheobase）のみ有意差を認める．

Pi11

した．心室ペーシングされるとQRS波型はV1で右脚

ブロック型となり（図5A），左室ペーシングされてい

ることがわかる．

　次に，Pill　electrodeを用い，電気生理学的検査を行

なった典型例を呈示する．

　症例は13歳の女児，1年前より時々，数分間持続す

る発作性の動悸を感じていたが，最近になり，2日に

1度程度の頻度となり，胸痛を伴うようになってきた

ため，本院を紹介され来院した．本院初診時も頻拍発

作中で心拍数は，180／分であった．心電図でQRS幅は

正常，P波は認められなかった．　QRSの平均電気軸も

正常で，発作性上室性頻拍と診断し，前述のごとく，

Pill　electrodeを挿入しburst刺激を施行すると頻拍

はすぐさま停止した．発作予防薬の検討と発作機序の

317－（63）
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　　　　図5　心室ペーシングされた例

Aは28mA，　Bは25mA，　Cは20mAの刺激である．　A

は心室ペーシソグ，Cは心房ペーシソグ，　Bは最初の4

拍が心室ペーシングとなっている．

AV　nodal　reen七ran七　t二achycardia

　　　A．Y．　13y　F　（c。nヒrol，atr。pine　treated）
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図6　房室結節内回帰性頻拍例における経食道ペーシ

　ングによる心房プログラム刺激と食道誘導心電図

推定のため，ひきつづき入院となった．後日，経食道

心房ペーシングによるburst刺激ならびにプログラム

心房刺激を行なった．発作性上室性頻拍はアトロピン

を静注することにより，再現性よく誘発された1°）ので，

薬効評価はアトロピン静注後に行なった．まず，基本

心房刺激SIS1を600msecとし，8発刺激し，9発めに

心房早期刺激S2を加え，　SiS2間隔を徐々に短縮させる

方法を用いた．図6のごとく，S、S2340msecまでは

PR間隔は徐々に延長し，この時のPR間隔は70msec

であった．しかしS、S2が330msecとなるとBのごと
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表1　呈示例における薬理学的電気生理検査の結果

1．programmed　stimulation
　　　　tachycardia　zone

II．　Burst　pacing

contro1 drug control drug

diltiazem
　　（0．15mg／kg）

propranolol
　　（0．1mg／kg）

disopyramide
　　（2mg／kg）

280－340

300－340

300－340

　　（一）

　　340

220－340

（＋）

（＋）

（＋）

（一）

（＋）

（＋）

controlは薬剤静注前，　drugは静注後の値を示す．（＋）は頻

拍誘発可能，（一）は頻拍誘発不能を示す．

く，突然PR間隔が270msecと延長し，上室性頻拍発

作が誘発された．この時の食道単極誘導心電図はCの

ごとく，A波はV波の直後に存在し，房室結節二重結

路に伴なうCommon　type（slow－fast　type）の房室結

節内回帰性頻拍であると考えられた．数種類の薬剤に

つき，静注前後にBurst刺激による頻拍の誘発性，プ

ログラム心房刺激によるTachycardia　zoneなどへの

影響を検討した．表1のごとく，diltiazemはta－

chycardia　zoneを消失させ，　burst刺激による発作の

誘発も抑制したので，現在diltiazemにより，長期投与

中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　小児においては電極カテーテルを複数本心腔内に挿

入して行なう臨床心臓電気生理学的検査法は行ない難

く，不整脈の発生機序や薬剤の効果を理論的に解明す

ることが困難な場合が多かった．しかしながら，長い

パルス幅と高い定電流刺激を使用することによって，

経食道心房ペーシングが比較的容易に行ない得ること

が判明して以来1）9），小児においても本法を応用した臨

床心臓電気生理学的検査による不整脈の発生機序の推

定や薬剤効果の判定が可能になってきている2）～5）．

　新生児，乳児においては，栄養チューブを経鼻的に

胃内に挿入するのと同様に，比較的簡単に電極を挿入

することができる．しかしながら学童以上の年齢に達

すると経鼻的ないし経口的に電極カテーテルを挿入す

る場合，患児の抵抗が激しく，咽頭に局所麻酔のスプ

レーを行なっても，しぼしぽ挿入できないことがある．

また，無理な挿入を試みると，咽頭の損傷や食道穿孔

の発生が危惧される．それ故，われわれはHardebeck

らが報告した方法を利用し，バルーン付電極を食道内

に挿入し経食道ペーシングを行なっている．この方法

で患児の苦痛はかなり軽減されるものの，必ずしも快

よい検査法であるとは言えなかった．

日本小児循環器学会雑誌　第2巻　第3号

　Pill　electraodeは食道誘導心電図を容易に記録する

ために開発されたもの6）7）であるが，双極電極を有して

おり，その電極面積も電極間間隔も小児の経食道心房

ペーシングに適していると考えられた．成人に対して

はもう少し広い電極間間隔が必要とされている（加藤

ら11）24mm，　Gallegherら30mm1））がJenkinsら12）は成

人に対してもこのPill　electrodeを使用し充分な心房

ペーシソグが施行できたと報告している．バルーン付

短期ペーシング用カテーテルの電極間間隔は10mmで

あり，成人の食道ペーシングには適していないかも知

れない1）が，小児においては充分なことが判明してい

る9）．

　Hardebeck法によるcatheter　electrode法と，　Pill

electrodeによる比較ではstrength－duration　curveに

よって後者で基電流が有意に高かった．これは食道内

で最も心房閾値が低い至適挿入位置にPill　electrode

を固定することが困難で，食道の蠕動や体位によって

Pill　electrodeの位置が変化するためだと考えられる．

基電流の上昇は定電流刺激の強度上昇を招き，心房閾

値の上昇は患児の不快感を増強させることになる．時

値はstrength－duration　curveがWeissの式に近似す

れば一回の刺激において，最も通電エネルギーが低い

パルス幅となる．今回の検討においては，A群とB群

に違いは認められなかったが，Catheter　electrodeの

経験から，Rheobaseよりやや広いパルス幅を用いた

方が患者の不快感が減少することから，Pill　electrode

法においても，10msecのパルス幅を用い経食道ペー

シングを行なうのがよいと考えられる，

　経食道心房ペーシングにおける双極刺激の心房閾値

は遠位肛門側電極を陽性，近位に側電極を陰性とする

場合，その逆の場合に比して低いことが知られてい

る9）11）．しかしながらPill　electrodeでは電極の極性を

限定することが困難で，陽極が遠位となっているか不

明なことが多いこともRheobaseが高い原因の一つで

あろう．

　Pill　electrodeはわれわれが通常使用している

Catheter　electrodeより電極間間隔が長い．一般に至

適電極間間隔は，刺激される組織と刺激する電極まで

の距離のn倍で最適であるとされる12）．電極から心

室までの距離は電極から心房までの距離より長いた

め，Pill　electrodeでは，　catheter　electrodeより容易

に心室ペーシングされるのであろう．実際，今回の検

’討でも，30％の例で心室ペーシングされた．心室ペー

シングされることは，長所でもあるが，短所でもある．
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われわれは現在経食道心室ペーシングの至適条件につ

いて検討中であるが，経食道心室ペーシングがコソス

タントに可能になれぽ，完全房室ブロック等における

緊急一時ペーシングが容易に非観血的に施行できるよ

うになり，また正常房室結節や副伝導路の逆行性伝導

性を明らかにすることも可能であると思われる．ただ，

心室ペーシングされる例では心房も同時に捕捉されて

いる可能性も否定できず，後者については心腔内電位

記録を含めた検討が今後必要であろう．

　しかしながら，心室頻拍や心室細動を誘発する可能

性が高まるため，Pill　electrodeを使用する時は特に，

刺激のタイミングを考慮し心室の受攻期に誤って刺激

が加わらないよう注意すると共に，QRS波型を充分モ

ニターしながら心室ペーシングか否かを観察し，電気

的除細動器を常に用意する必要があろう，誤まって心

室ペーシソグされた場合は，通常刺激電流強度を低下

させるが電極の位置をわずかに口側にずらせぽ心房

ペーシングに変わることが多い．

　心房閾値の最も低い食道の部位は通常単極食道誘導

で最もA波の振幅が高い部位に相当するが，不一致例

も存在する9｝．また，発作性上室性頻拍症の発作時や異

常性心房調律などでは食道誘導のA波振幅が正常洞調

律と異なる可能性がある．それゆえ，A波の振幅から

のみでは至適挿入部位の決定が困難なことも考えられ

る，そのため，身長，体重，体表面積，胸骨上縁鱈間

距離などから至適挿入距離を求める方法が報告されて

いる9）．Pill　electrodeでは挿入された長さを正確に測

定することが困難で，上記の方法で至適部位に位置さ

せることができない場合も少なくない．しかしながら，

Pill　electrodeはカプセルを飲み込むことができる年

齢層の小児において，経食道ペーシングを行なうにあ

たり，患児の苦痛を軽減させることができ，catheter

electrodeと相補的に使用することによって，小児にお

ける経食道ペーシングを安定して安全に行えるものと

考えられる．

　尚，本論文の要旨は第1回日本心臓ペーシング学会（1986

年5月，東京）にて報告した．
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Transesophageal　Pacing　Using　a　Pill　Electrode　in

　　　　　　　　－－Comparison　with　Catheter　Electrode一

Children

Yoshiki　Fujiseki，　Hidetoshi　Fujino，　Yasuhiro　Kamiya，　Masanori　Hattori

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Morimi　Shimada

　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Shiga　University　of　Medical　Science

　　　It　is　well　known　that　transesophageal　atrial　pacing　is　useful　for　termination　of　supraventricular

tachycardia．　Recent　reports　have　emphasized　the　usefulness　of　this　technique　for　predicting　the

effectiveness　of　pharmacologic　therapy　of　tachycardia　and　for　determining　the　mechanisms　of　the

tachycardia．

　　　However，　the　discomfort　of　nasogastric　intubation　of　stiff　electrode　catheter　limits　the　ac－

ceptability　of　this　method．　The　use　of　an　easily　swallowed　pill　electrode　greatly　diminished

inconvenience　for　children．　Higher　pacing　threshold　could　be　obtained　since　it　was　difficult　to　be　fixed

at　the　optimal　esophageal　site．

　　　But，　transesophageal　pacing　using　a　pill　electrode　in　children　is　a　practical　and　versatile　tool　that

allows　simple　bedside　diagnosis　and　treatment　of　supreventricular　arrhythmias．
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