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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心室遅延電位（LPs）を用いて非侵襲的に川崎病既往児の心筋虚血・陳旧性心筋梗塞病変の評価を行い

併せてその再現性を検討した．

　川崎病既往児174例を非心合併群125例，冠動脈病変陽性群（陽性群）27例，心筋虚血群（虚血群）12

例，陳旧性心筋梗塞群（梗塞群）10例の4群に分類した．

　加算平均心電図はフクダ電子社製VCM3000装置を用い，　Time　domain分析を行った．修正X，　Y，

Z軸の3軸から得られた電位をVector　magnitude法により求め，　filtered　QRS波持続時間（f－QRSd），

filtered　QRS波終末部40msec間の平均電位（RMS）また，　filtered　QRS波終末部40μV以下の最短持

続時間（LAS）を測定した．上記指標によるLPsの判定は当科において健常小児205例を対象に定めた診

断基準に従って行い，LPsの検出率，各群におけるLPsによる心筋虚血および心筋梗塞病変推定のため

の鋭敏度および特異度を検討した．また，小沢（1989年）による成人を対象としたLPsの判定基準を用

いて同様の検討を行い，我々の判定基準による結果と比較検討した．

　われわれの判定基準によるLPsの検出率は非心合併群0％，陽性群11．1％，虚血群58．3％，梗塞群70％

であった．従って，心筋虚血および梗塞病変推定の鋭敏度はそれぞれ58．3％，70％であり，特異度はそ

れぞれ93．8％，93．9％であった．一方，前記の成人の判定基準を用いた場合のLPsの検出率は非心合併

群0％，陽性群3．7％，虚血群25％，梗塞群50％であり，われわれの基準を用いた方が陽性群，虚血群，

梗塞群においてのLPsの検出率は有意に高値を示した（p＜0．05）．さらに，心筋虚血および梗塞病変推

定の鋭敏度はそれぞれ25％，50％，特異度はそれぞれ96．3％，97．6％であり，われわれの基準を用いた

場合の方が特異度においては有意差がなかったが，鋭敏度は有意に高かった（p〈0．05）．

　また，検査の精度を確かめる目的でLPs各指標の再現性，およびこれら各指標に基づくLPs判定結果

の再現性についても検討したが，いずれも高い確率で再現性が認められた．

　以上より，川崎病既往児の心筋虚血・梗塞病変の推定にわれわれの診断基準を用いたLPsは有用であ

ると思われた．特に，LPsは非侵襲的に求められ，再現性も高く，運動負荷が不可能な乳幼児の心筋虚

血および梗塞病変の推定に有用と思われた．

　　　　　　　　はじめに

加算平均心電図（Signal－averaged　electrocardio一
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gram：SAE）より得られる心室遅延電位（Late　poten－

tials：LPs）はリエントリー性の心室性不整脈の基盤

となる電気的不安定および伝導遅延部位の存在を示唆

するものと言われている．成人においては，心筋症，

虚血性心疾患等の基礎的心疾患を持つ患者における心
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室性頻拍（Ventricular　tachycardia：VT）などの致

死的不整脈の予知に有効であるとされている’）’－5）．最

近になり，小児においてもLPsの臨床応用についての

報告が散見されるようになった6）7）．

　一方，川崎病は全身の血管炎を主たる病態とする疾

患であり，重症例では冠動脈瘤および狭窄性病変が出

現し，心筋虚血，陳旧性心筋梗塞にまで発展する場合

もある．心筋虚血・梗塞は患児の予後を左右する重要

な因子となり，これらの存在およびその程度を十分に

把握し治療に努めることが極めて重要となる．

　小児期においてLPsを用いて心筋虚血・梗塞病変の

評価を行った報告は手許の文献ではない．そこでわれ

われは，まず，健常小児を対象に年齢の違いによる

LPs判定基準を定め，それに従いLPsにより川崎病既

往児の心筋虚血・梗塞を非侵襲的に評価できるのでは

ないかと考え検討した．

　　　　　　　　　　対　　象

　対象は川崎病既往児174例，うち男児121例（3カ月

～ 15歳2カ月），女児53例（3カ月～16歳8カ月）．急

性期の治療はγ一gl　200mg／kg／日，5日間，およびアス

ピリン30mg／kg／日，回復期以降は非心合併群では発

症より3カ月間アスピリン10mg／kg／日の内服を行

い，心合併群においては3カ月以降もアスピリンの内

服を継続した．検査は発病後6カ月～15年8カ月の間

に施行した．

　また，健常小児205例を対象に，年齢の違いによる
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LPs陽性の判定基準を設定した．男児は生後3日～16

歳，平均6歳7カ月，女児は生後3日～16歳，平均5

歳9カ月であり，性差は認められなかった．

　なお，川崎病既往児，健常小児ともに標準12誘導心

電図上完全および不完全脚ブロックを有する症例は検

討より除外した．

　検査を施行するに当たり患児もしくは患児の両親に

検査につき十分説明し，承諾を得た上で行った．

　　　　　　　　　　方　　法

　測定はフクダ電子社製VCM3000を用い，　Simson

ら1）の方法によるSignal－averaged　electrocardiogra－

phy（SAE）を施行した．帯域フィルターは40～300Hz

を用い，200心拍を加算平均して記録し，電位がnoise

levelの2倍以上となる点をQRSの開始点および終

末点とし，Time　domain分析を行った．修正x，　y，

z軸より得られた電位をvector　magnitude法により

求め，創tered　QRS波持続時間（f－QRSd），filtered　QRS

波終末部40msec間の平均電位（RMS），また，　filtered

QRS波終末部40μv以下の最短持続時間（LAS）を測

定した（図1）．

　まず，年齢の違いによる判定基準の設定に際しては

健常児の年齢を生後1カ月未満，1カ月～2カ月未満，

2カ月～3カ月未満，3カ月～6カ月未満，6カ月か

ら9カ月未満，9カ月から1歳未満，1歳以上14歳未

満は1歳毎，および14歳以上の20群に分類し，それぞ

れf－QRSd，　RMS，　LASを測定した．
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図1　体表面加算平均心電図より得られた心室遅延電位．A：f・QRSd；filtered　QRS

　波持続時間，RMS；filtered　QRS波終末部40msec間の平均電位．　B：LAS；filtered

　QRS波終末部40μv以下の最短持続時間
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表1　対象の分類およびその内容

症例数 年　　　　齢 有意差（年齢）

健常群 125 ゜聾記号歳璽角カ月 NS

冠動脈病変陽性群
　（陽性群）

27 1歳3カ月～16歳2カ月
平均：6歳1カ月

NS

心筋虚血群
　（虚血群）

12 4軸想認聾』カ月 NS

陳旧性心筋梗塞群
　（梗塞群）

10 ゜軸？撫勝角カ月 NS

　次に，川崎病既往児を2D　echo，冠動脈造影，左室造

影，2°1Tl心筋シンチ，臥位エルゴ2°1Tl心筋シンチにて

以下の4群に分類した（表1）．

　非心合併群125例（3カ月～16歳4カ月）：心合併症

を有しない患児．

　冠動脈病変陽性群（陽性群）27例（1歳3カ月～16

歳2カ月）：2D　echoおよび冠動脈造影にて冠動脈拡

張，冠動脈瘤および50％以下の冠動脈狭窄を認めるも

心筋虚血，陳旧性心筋梗塞が認められない群．

　心筋虚血群（虚血群）12例（4歳1カ月～16歳8カ

月）：冠動脈造影にて75％以上の狭窄を有した症例で，

運動負荷が施行可能な症例は臥位エルゴ2°1Tl心筋シ

ンチ（負荷施行が不可能な症例では2°1Tl心筋シンチの

み）を施行し，灌流の低下が認められた症例．

　陳旧性心筋梗塞群（梗塞群）10例（8カ月～16歳1

カ月）：冠動脈造影にて75％以上の狭窄を有し，2D

ehco，または左室造影にて心室壁運動の異常が認めら

れた症例で，かつ臥位エルゴ2°’TI心筋シンチ（運動負

荷施行不可能例では2°1Tl心筋シンチのみ）にて，限局

性も含む灌流欠損が認められた症例．なお，以上の4

群間には年齢において有意な差異は認められなかっ

た．

　それぞれの群においてf－QDRd，　RMS，　LASを測定

し，LPsの検出率，　LPsによる心筋虚血および陳旧性

梗塞病変推定のための鋭敏度および特異度を検討し

た．また，小沢ら8）による成人を対象としたLPsの判定

基準を用いて同様の検討を行い，われわれの判定基準

による結果と比較検討した．

　また，同一患児において同一方法により5分間隔で

LPsを3回測定し，各指標の再現性およびLPs検出の

有無の判定結果の再現性を検討した．まず，LPs陽性

群（17例：8カ月～12歳3カ月）および陰｜生群（非心

合併群のうち20例：6カ月～11歳8カ月）の2群に分

類し，f－QRSd，　RMS，　LASのそれぞれの値の変動率

を算出し再現性を比較検討した．また，各群の検出率

の再現性も検討した．変動率は3回により得られた各

指標の結果（A，B，　C）を用い，次の式より算出した．

　　変動率一｛／A－B／斗／B－C／＋／C－A／｝／3／（A＋

B＋C）／3

　なお，統計学的にはKruskal－Wallis　test，一元配置

分散分析（Scheffe法），二元配置分散分析（Scheffe

法），比率の差の検定にて比較検討し，0．05％未満の棄

却率をもって有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．年齢の違いによるLPs陽性判定基準の設定

　健常児205例を年齢別に20群に分類し，各群の各指標

の平均値±標準偏差（SD）を求め，かっKruskal－

Wallis　testを用いてそれぞれの群間の有意差を検定

した．その結果，f－QRSdにおいては，図2のごとく，

生後3カ月未満（n＝28，84．3±5．3），3カ月以上～1

歳未満（n＝15，95．5±5．8），1歳以上～12歳未満（n＝

133，103．6±6．1），12歳以上（n＝29，112．5±6．3）の

4群間には統計学的に有意差が認められた（p＜

O．Ol）．また，　RMSは生後3ヵ月未満（n＝28，35．6±

2．3），3カ月以上～1歳未満（n＝15，31．6±1．8，）1

歳以上（n－162，27．8±3．1）の3群間に有意差が認め

られた（p＜0．01）（図3）．さらに，LASにおいては生

後3カ月未満（n＝28，19．6±2．8），生後3カ月以上

（n＝177，24．0±3．0）の2群間に有意差が認められた

（p〈O．Ol）（図4）．

　以上より表2のごとく生後3カ月未満，3カ月以上

～ 1歳未満，1歳以上～12歳未満，12歳以上の4群に

分類し，さらに，これら4群のf・QRSd，　RMS，　LAS

におけるそれぞれの平均値±2SDを求め，この範囲を

逸脱し，かつ対象205例において偽陽性が認められない

値を異常とし，これらより年齢の違いによるLPs検出

の判定基準を定めた．

　それぞれの基準値は生後3カ月未満では，f－QRSd＞
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　　図3　年齢により分類された20群におけるRMSの平均値±標準偏差

　　表2　年齢により分類された4群のLPsの各指標の平均値±標準偏差

f－QRSd（msec） RMS（μV） LAS（msec）
年　齢

例数 平均 標準偏差 例数 平均 標準偏差 例数 平均 標準偏差

＜3m 28 84．2 5．2 28 35．8 2．1 28 19．5 2．7

3rn－＜1y 15 95．5 5．8 15 31．6 1．8

1y－＜12y 133 103．6 5．1

27．8 3．1

177 24．0 2．9

≧12y 29 112．4 6．3

162
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　　図4　年齢により分類された20群におけるLASの平均値±標準偏差

表3　われわれの定めたLPs検出のための判定基準

年　齢 f－QRSd（msec） RMS（μV） LAS（msec）

＜3カ月 ＞95 ＜30 ＞25

3カ月一く1歳 ＞110 ＜25 ＞30

1歳一く］2歳 ＞115 ＜20 ＞30

≧12歳 ＞125 ＜20 ＞30

95msec，　RMS〈30μv，　LAS＞25msecであり，3カ月

以上～1歳未満では，f’QRSd＞110msec，　RMS＜25

μv，LAS＞30msecであった．さらに1歳以上～12歳未

満ではf－QRSd＞115msec，　RMS＜20μv，　LAS＞30

msecであり，12歳以上ではf－QRSd＞125msec，

RMS＜20μv，　LAS＞30msecであった（表3）．

　2．判定基準の違いによるLPsの検出率

　われわれの判定基準によるLPsの検出率は非心合

併群0％，陽性群11．1％（27例中3例陽性），虚血群

58．3％（12例中7例陽性），梗塞群70％（10例中7例陽

性）であった．一方，成人の判定基準8）を用いた場合の

LPs検出率は非心合併群0％，陽性群3．7％（27例中1

例陽性），虚血群25％（12例中3例陽性），梗塞群50％

（10例中5例陽1生）であり，われわれの判定基準を用い

た場合の方が陽1生群，虚血群，梗塞群におけるLPs検

出率はそれぞれ有意に高かった（p＜0．05）（図5）．

　3．LPsによる心筋虚血・梗塞病変推定の鋭敏度お

よび特異度

　LPsによる心筋虚血および梗塞病変推定の鋭敏度

はわれわれの判定基準を用いた場合にはそれぞれ

58．3％，70％であった．一方，成人の基準8）を用いた場

合にはそれぞれ25％，50％であり，やはり，われわれ

の判定基準を用いた場合の方が有意に高値を示した

（p＜0．05）（図6）．さらに，心筋虚血および梗塞病変

推定の特異度は，われわれの基準を用いた場合にはそ

れぞれ93．8％，93．9％，成人の基準を用いた場合には

それぞれ96．3％，97．6％であり，両群間に有意な差異

は認められなかった（図7）．

　4．LPs検出のための各指標およびこれら各指標に

基づくLPs判定結果の再現性についての検討

　LPsの各指標の再現性について，3回施行したLPs

の各指標の変動率で検討してみると，LPs陽性群で
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LPsによる心筋虚血，陳旧性心筋梗塞病変推定

は，f－QRSdの変動率は1．9±0．5％，　RMSの変動率は

8．6±0．8％，LASの変動率は4．2±0．7％であった．ま

た，LPs陰性群においてはf－QRSdの変動率は2．1±

0．4％，RMSの変動率は7．9±1．1％，　LASの変動率は

3．9±O．8％であり，両群ともにf・QRSd，　LASの変動

率は低く，極めて高い再現性を有した．RMSは他の指

標に比し，変動率はやや高かったもののやはり良好な

再現性が得られた．LPs陽性群と陰性群ともに判定基

準の各指標の再現性は良好であり，かつ，両群間に有

意差は認めなられなかった（図8）．次に，これら各指

標に基づくLPs判定結果の再現性につき検討したが，

LPs陽性群においては検出率の再現性は100％であっ

た．一方，陰性群においてもその非検出率は100％であ

り，両群における再現性も極めて高かった．

　　　　　　　　　　考　　案

　心室遅延電位は心筋梗塞や心筋症などの器質的心疾

患を有する症例において，致死的心室性不整脈の出現

や突然死の予知に有用であるとされ1ト5）広く臨床に用

いられている．さらに最近，成人例では心臓手術後の

心機能の回復の評価や9），心臓移植後の拒絶反応の早

期評価1°），心筋虚血の評価11）～13）などにも有用であると

する論文が散見される．しかし，小児において心筋虚

血，陳旧性心筋梗塞の評価をLPsを用いて行った報告

は手許の文献ではない．

　まず，LPsは微小電位を検討するものであり，検出

表示法，誘導法，加算法，判定基準を含め，その陽性

の有無の判定は慎重でなければならない．さらに小児

期においては成長・発達に伴い心室壁厚や，心室内興

奮伝導等にかなりの変化が認められることが容易に予

測され，年齢により心室遅延電位の判定基準も変わる

ことが予想される．そこでまず，健常児205例を対象に

年齢の違いによるLPsの判定基準を設定した．年齢別

に統計学的検討からは，生後3カ月未満，3カ月以上

から1歳未満，1歳以上から12歳未満，12歳以上の4

Presented by Medical*Online



508－（26）

群に分類されたが妥当と考えられた．特に新生児・乳

児期では生後3カ月，1歳がその分類点となったが，

この時期は小児期においても特に心筋重量の変化や心

室内興奮伝導の変化が大きいことが予想され，この年

齢層に2つの分類点が認められるのは妥当であると考

えられた．早淵ら14）も同様の検討を行い，年齢による判

定基準を定めているが，それによると生後1カ月，1

歳，20歳，40歳に分類点を設定し4群に分類しており，

われわれの結果と比較的類似していた．

　次に，この設定した判定基準を用いて川崎病既往児

の心筋虚血，陳旧性心筋梗塞病変の推定を行い，併せ

て成人の判定基準8）による結果と比較検討した．それ

によるとわれわれの判定基準を用いた場合のLPsの

検出率は，虚血群58．3％，梗塞群70％であり，成人の

判定基準を用いた場合のそれぞれ25％，50％に比し有

意に検出率は高かった（p〈0．05）．すなわち，心筋虚

血および梗塞病変に対する鋭敏度はわれわれの基準を

用いた場合の方が成人の基準を用いた場合より有意に

高かった．一方，同様に特異度について検討してみる

と，われわれの判定基準による場合と成人の基準を用

いた場合との間に有意な差異は認められなかった（虚

血：93．8対96．3％，NS，梗塞：93．9％対97．6％，　NS）．

以上より，LPsによる心筋虚血，陳旧性心筋梗塞病変

の推定は高い信頼性をもっており，特に，われわれの

基準を用いた場合の方が成人の基準を用いた場合より

特異度は変わらないにも拘わらず，鋭敏度はより高く

有用であることが推察された．なお，この判定基準の

違いによる感度の差は，成人の基準によるLPs陽性群

と陰性群との間にも年齢分布に有意な差が認められな

かったことから，われわれの小児におけるLPs判定基

準の精度そのものによると考えられた．

　次に，心室遅延電位は微小電位を対象としており，

その各指標はノイズレベルやフィルター設定条件等に

より容易に影響を受けることが予想される．そこで

LPsの各指標およびそれらによる判定結果の再現性

について検討した．LPsの各指標の再現性をそれぞれ

の変動率にて検討してみると，LPs陽性群および陰性

群ともにf－QRSdでは極めて高い再現性が認められ，

続いてLASであり，RMSも高い再現性ではあるが，

f－QRSdおよびLASの再現性に比し低い結果であっ

た．成人例での報告15）16）では，f－QRSdは最も高い再現

性を有し，LASも再現性は高いが，　RMSは他に比し

再現性は低いとされており今回のわれわれの結果と同

様であった．RMSの再現性が他の指標に比し低いの

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第4号

は，QRS波終末部の設定のわずかなずれが測定値に大

きく影響を及ぼしているためではないかと推察され

た．また，判定結果の再現性もLPs検出群，非検出群

ともに100％であり，臨床応用上極めて有用であること

が示された．

　次に，心筋虚血，陳旧性梗塞の認められなかった冠

動脈病変陽性群においてもLPsが約10％の症例にお

いて検出され，成人の基準を用いた場合の3．7％より有

意に高かった．これらLPsが検出された症例が臨床的

に何を意味しているかは定かではないが，特に川崎病

の急性期においては少なからず心筋炎を併発している

可能性があり，経過とともに心筋障害として残存し，

それがLPs検出の原因となった可能性も示唆される．

われわれは，既報にてユ7）川崎病急性期の心筋炎に対し

その存在をLPsにて検討し，　LPsにて心筋炎の存在を

推定しうることを明らかにし，かつ急性期に冠動脈病

変を伴った症例は全例においてLPsが検出されたこ

とから，強い血管炎の起こった血管周囲では同時に心

筋炎を合併し，それによりLPsが検出されたのではな

いかと推察し報告した．冠動脈病変陽性群でLPsが検

出されたことはこれら症例において急性期に心筋炎が

存在し，その後遺症として年余の経過とともに心筋障

害が認められLPs検出の原因となったことも推察さ

れるが，今回のこれら3症例とも急性期に加算平均心

電図を施行しておらず，この点については定かではな

い．

　以上より，われわれの基準によるLPsを用いて非侵

襲的に，心筋虚血，および梗塞病変を推定することは

臨床上，極めて有用であると思われた．小児期，特に，

乳・幼児期においては運動負荷試験は極めて困難であ

るし，心臓カテーテル・心血管造影検査といった侵襲

的方法は頻回に行えるものではない．従って現在は2D

echoによる心室壁運動の観察等により虚血および梗

塞病変の有無およびその推移を経過観察している場合

がほとんどである．しかし，心拍数の多い乳・幼児期

において，心室壁運動異常の有無およびその変化を2D

echo等にて評価することは熟練を要し，また，客観性，

再現性に欠ける可能性がある．然るに，LPsは非侵襲

的に検査できるばかりでなく，本研究により再現性も

高く，信頼に足る検査法であることが実証され，LPs

は心筋虚血や陳旧性心筋梗塞病変の診断およびその後

の経過観察に十分適している検査法であると思われ

た．しかし，本法を用いての心筋虚血や梗塞の部位診

断や病巣の範囲の診断といった質的診断は未だ十分で
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はなく，今後更なる検討が必要と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　心室遅延電位を用いて川崎病既往児の心筋虚血，陳

旧性心筋梗塞病変の評価を行った．われわれのLPs検

出の判定基準を用いた場合，極めて高い特異度と，心

筋虚血病変は58．3％，梗塞病変は70％の鋭敏度でそれ

ぞれの病変の存在を推定することが可能であった．ま

たLPsの各指標値の再現性およびLPs陽性の有無の

判定結果の再現性は共に良好であり，LPsは信頼に足

る検査法であることが確認された．

　　われわれの判定基準によるLPsの検出は小児，特に

乳・幼児期の川崎病既往児の心筋虚血，梗塞の診断お

よびその経過観察に有用であると思われた．

　最後に御校閲下さいました平山恒夫名誉教授に深謝申し

上げます．
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The　Clinical　Evaluation　of　Myocardial　Ischemia　and　Infarction　by

　　　Signal－Averaged　Electrocardiographic　Late　Potentials　and

　　　　　Estimation　of　Reproducibility　of　the　Late　Potentials　in

　　　　　　　　　　　　　　Children　with　Kawasaki　Disease

Yuuichi Nagai，　Shunichi　Ogawa，　Jiakun　Zhang　and　Masao　Yamamoto

　　　Department　of　Pediatrics，　Nippon　Medical　School

　　　We　investigated　the　recognition　of　myocardial　ischemia　and　infarction　by　signal－averaged

electocardiographic　late　potentials（LPs）in　patients　with　Kawasaki　Disease　non－invasively．

　　　Patients　were　divided　into　4　groups，　A　group（without　cardiac　involvement：n＝125），　B　group

（with　coronary　disease　without　ischemia　and　infarction：n＝27），　C　group（with　ischemia　without

infarction：n＝12），　D　group（with　infarction：n＝10）by　exercised　20ユTI　myocardial　scintigraphy，201

Tl　myocardial　scintigraphy，　exercised　ECG，　coronary　angiography，　left　ventriculography　and

echocardiography，

　　　Signal　averaging　ECGs　were　recorded　by　means　of　a　high　resolution　VCM　3000（Fukuda

Electronies）．　The　frequency　response／output　is　upper　limit　of　300　Hz　and　lower　limit　of　40　Hz．

Number　of　values　of　filtered　QRS　duration（f－QRSd），　root　mean　square　voltage（RMS）and

duration　of　low　amplitude　signal（LAS）were　evaluated　by　our　own　age－related　criteria（n＝205）

and　estimated　positive　rates　of　LPs，　sensitivities　and　specificities　to　ischemia　and　infarction．

Also，　these　data　were　estimated　by　the　criteria　for　adult，　and　were　compared　with　the　results　by

our　own　age－related　criteria．

　　　Positive　rates　by　our　own　age・related　criteria　were　O％in　group　A，11．1％in　group　B，58．3％

in　group　C　and　70％in　group　D，　and　by　the　criteria　for　adult　were　O％in　group　A，3．7％in　group

B，25％of　group　C　and　50％of　group　D．　Sensitivity　to　ischemia　and　infarction　by　our　own

age－related　criteria　were　relative　high（to　ischemia：58．3％，　to　infarction：70％）as　compared　with

those　by　criteria　for　adult（to　ischemia：25％，　to　infarction：50％）．　Moreover，　specificity　to

ischemia　and　to　infarction　were　very　high　values（to　ischemia：93．8％，　to　infarction：93．9％）as

compared　with　those　by　criteria　for　adult（to　ischemia：96．3％，　to　infarction：97．6％）．

　　　　Moreover，　reproducibility　of　the　signal－averaged　ECG　was　high，　and　there　were　no　signifi－

cant　differences　of　reproducibility　of　the　abrlormal　signal－averaged　ECG　group　and　the　normal

signalaveraged　ECG　group．

　　　Thus，　LPs　provide　useful　information　in　a　non－invasive　method　to　clarify　myocardial　is－

chemia　and　infarction　in　patients　with　Kawasaki　Disease．
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