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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　マルチチャネルSQUID磁束計を用いて健常小児の体表面心磁界の接線成分を計測し，等磁図と電流

方向に変換したベクトルアローマップを作成した．全例で良好な心磁波形を記録することができ，その

極大値は心室脱分極の時相でおよそ10～40pico　Tesla（pT），再分極の時相で10pT前後であった．等

磁図及びベクトルアローマップでは，磁場すなわち電流ベクトルの極大が心室脱分極部位に一致して，

心室中隔から左室前・下壁，左室側壁，心基部と1頂次変化し，さらに再分極する過程が，前胸壁に投影

された流れとして明瞭に観察された．心磁場源となる電流双極子は理論的に接線成分心磁界の極大の直

下に存在する．従って，接線成分心磁図ベクトルアローマップを用いると，磁場の湧出しと吸込みを考

慮する必要がなく，いわゆる逆問題を解くことなく複数の磁場源を推定でき，心筋の電気的活動を局所

的に評価できると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　心臓の電気的活動に伴って周辺に生じる心磁界（ま

たは単に心磁）は，生体磁場の中では最大の信号源で

ある．しかし，それでも地磁気に比べると極めて微弱

で，体表面で観測されるのは数100fT（femto・Tesla，

femtoは10－is）～数10pT（pico・Tesla，　picoは10－12）

程度であるため，その計測には超伝導量子干渉素子

（superconducting　quantum　interference　device：

SQUID）を用いたセンサが必要である．本研究で用い

たSQUID磁束計は超伝導センサ研究所で独自に開発

されたもので，従来の法線成分を測定するシステムと

異なり，心磁界の接線成分を2方向同時にマルチチャ

ネルで計測できる．小児を対象とした心磁界計測の報

告はほとんどなく，小児循環器領域における心磁図の

応用範囲については未知の部分が多い．そこで第1段

階として，健常小児を対象として，心室脱分極・再分

別刷請求先：（〒305）つくば市天王台1－1－1

　　　　　筑波大学臨床医学系小児科　堀米　仁志

極過程の接線成分心磁界計測を試みる．さらにその計

測値から等磁図及び電流方向に変換した2次元ベクト

ルアローマップを作成し，心磁界の接線成分測定の意

義と臨床応用の可能性について検討する．

　　　　　　　　　対　　象

　心肺疾患の既往がなく，身体所見及び12誘導心電図

が正常な小児30名（乳幼児15名，学童15名）を対象と

した．乳幼児群は年齢3カ月～6．0歳（3．3±1．7歳），

身長61～／12cm（93．7±13．7cm），体重6．3～21．Okg

（14．4±4．Ikg），学童群は年齢7，4～／6．0歳（10．4±2．2

歳），身長122～163．8cm（139．7±1L8cm），体重

21．0～62．Okg（37．5±11．Okg）であった．

　　　　　　　　　方　　法

　1．SQUID磁束計の概要

　心磁計測には，超伝導センサ研究所（株）で独自に

開発され，筑波大学附属病院内に設置された32チャネ

ルSQUID磁束計を用いた．システムの構成を図1に

示した．センサアレーは75×75mmの大きさで，25mrn

間隔で縦4×横4の16箇所にそれぞれX軸，Y軸方向
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　　図1　本研究で用いたSQUID磁束計の概要

A：システムの概要

病院の…室に特殊な磁気シールドルームを作り，被検

者が横たわるベッドとSQUIDセンサアレーを液体ヘ

リウムに浸漬したDewarを設置した．データは信号

処理回路を経てシールドルーム外のパーソナルコン

ピュータに出力され，加算平均などの後処理を行うこ

とができる．FLL：flux　locked　loop　circuit，入力磁

場に対して比例した電圧を出力する回路

B：磁気検出コイル（ピックアップコイル）の配置

　センサアレーは75×75mmの大きさで，25mm間隔

で縦4×横4の16箇所にそれぞれX軸（Bx），　Y軸方

向（By）の磁場を計測するコイルが2個ずつ（計32個）

配置されている．コイルにはべ一スライン距離40mm，

コイル径10mIn角（正方形）の1次微分コイルが用い

られ，生体磁場の接線成分を検出できるように観測面

（体表面）に対して垂直に配置され，SQUIDと一体化

されている．コイル及びSQUIDには超伝導体として

ニオブ（Nb）の薄膜が用いられている．

の磁場を計測するコイルが2個ずつ（計32個）配置さ

れている．磁気検出コイル（ピックアップコイル）に

はべ一スライン距離40mm，コイル径10mln角（正方

形）の1次微分コイルが用いられ，生体磁場の接線成

分を検出できるように観測面（体表面）に対して垂直

に配置され，SQUIDと一体化されている．コイル及び

SQUIDには超伝導体としてニオブ（Nb）の薄膜が用

いられている．心磁計測のフィルタ帯域は0．1～100

Hz，時間分解能はlmsecである．このシステムを多く

の医療機器が存在する病院環境下で使用するためには

磁気ノイズを除去する必要がある．そこで病院検査棟

の一室に特殊な磁気シールドルームを作り，その中に

被検者が横たわるベッドとSQUIDセンサアレーを液

体ヘリウムに浸漬したDewarを設けた．データは信

号処理回路を経てシールドルーム外のパーソナルコン

ピュータに出力され，加算平均などの後処理を行うこ

とができる．

　2．心磁図の計測方法

　被検者は磁性体（金属のボタン，ベルトの金具，時

計など）をはずしてシールドルーム内のベッドに仰臥

位になり，センサを可能な限り前胸壁に近付けた状態

で計測した．測定範囲は乳幼児では75rnm四方（セン
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　　　　　　　　　図2　前胸壁面におけるセンサの位置

右図，乳幼児では剣状突起をC2とD2の中間点として，75mm四方の16箇所を計測し

た．左図，学童では剣状突起をG3の位置として，センサアレーを4同平行移動するこ

とにより，175mm四方の64箇所を計測した．

サアレーの大きさ）の16箇所，学童ではセンサアレー

を4回移動して175mm四方の64箇所とした．便宜上各

センサはx軸方向に1～8，y軸方向にA～Hの名称

を付け，乳幼児では剣状突起をC2とD2の中間点に，学

童では剣状突起をG3の位置に設定した（図2）．心電

図の第II誘導を同時に出力し，計測中のモニターと同

期に用いた．データは30秒間収集し，心電図のR波に

同期してx，y成分を別々に加算平均し，両者を合成し

て2次元ベクトルとした．

　以上から等磁図とベクトルアローマップを作成し，

その経時的変化を検討した．この場合のアローマップ

は，理解しやすいように磁場ベクトルを90度回転させ

て電流ベクトルの方向として表示した．また，心電図

のQ，R，　S，　Tの時相における極大ベクトルの位置と

大きさ，Qの開始からその極大ベクトルまでの時間，

及びQRS時間を求めた．なお，　Qの始まりは2pTの磁

場が観測された時点，Sの終わりは2pT以ドとなった

時点とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　全例で体表面磁場の計測は可能で，等磁図とベクト

ルアローマップを作成することができた．経時的な等

磁図，ベクトルアローマップにすると，磁場のpeakと

その直下にあると推定される電流ベクトルが，心室脱

分極部位に一致して心室中隔，左室前・下壁，左室側

壁，右室前壁，心基部と順次変化し，さらに再分極す

る過程が，前胸壁に投影された流れとして明瞭に観察

された．

　Qの時相では，乳幼児はC3，　B3のセンサを中心に極

大値6．4±3．1pTの，学童ではE4，　F5のセンサを中心

に極大値ll．1±6．3pTの右～右下向きのベクトルが

観測された．Qに続いてベクトルは反時計方向に回転

し，Rへと移行した．　Rの時相では，乳幼児はB3・4，

C3・4を中心に極大値14．7±5．4pTの，学童では

E4～6，　F5・6を中心に極大値33．0±14．OpTの左～左

下向きのベクトルが観測された．RからSに移行する

部分ではベクトルは時計回りまたは反時計回りを示

し，Sの時相では極大ベクトルは心基部方向へ偏位し

た．即ち，乳幼児はB2・3，　C2・3をLlT心に極大値5．2±

2．6pTの，学童ではE3・4，　F4を中心に極大値10．1＋

5．7pTの右上～上向きのベクトルが観測された．

　ST部分でいったん磁場は2pT以下となり，　Tに相

当する時相で左～左ド向きのベクトルが比較的広範囲

で出現した．極大値は乳幼児で6．9±2．2pT，学童で

11．9±4．9pTであった．

　Qの開始からQのpeak，　Rのpeakまではそれぞれ

乳幼児群で9±2msec，23±4msec，学童群で12＋4

msec，30±5msecで，　QRS時間は乳幼児群で54±8

msec，学童群で67±11msecであった．

　図3，図4にそれぞれ乳児，学童の経時的な等磁図

及びアローマップの具体例を示した．

　　　　　　　　　　考　　案

　心磁計測の歴史は古く，1963年にBau1＆McFeeD

がコイルを巻いて作成した磁束計に始まる．しかし，

これは感度が低く，臨床応用されるには至らなかった．

Presented by Medical*Online



512－一（6） 日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第4号

　　11ms

：鰺1羅逗蕪週
’二齢遷絃乏⊇蕊

ぷ驚

巖i麗鰺⌒嚥

灘
主

〆st’

　　：lk・lltl

　15ms

　　　　撫咋
　　　　轟ば
　　　　瓢籔

　　　　　　：

　　　　　　t

　図3

31ms　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39㎜　　　　　　　　　　　　43ins　　　　　　　　　　　　　47ms

　　　　　　　　　　　　　　健常乳児例の等磁図とベクトルアローマップ

　2pTが観測された時点をQRSの始まり（Omsec）とした．11～15msecでは左一Fの領域に右～右一卜

　向きのベクトルがみられ，心室中隔の脱分極に相当する．ベクトルは反時計方向に回転し，23msec

　あたりから左下の領域の下向きのベクトルに移TJし，27msecで中央部に大きな左向きベクトルが

　出現している．これらが左室前壁・卜壁の脱分極に相当する．続いてベクトルは時計方向に同転し，

　47msecでは左上方に右向きの弱いベクトルが残っている．これが心基部の脱分極に相当する．QRS

　時間は67msecである，極大ベクトル量はQて10pT，　Rで25pT，　Sで6pT，　Tで10pTである．等

　磁図は1stepが1pTで，ベクトルは理解しやすいように電流方向に変換して表示している．

地磁気や商用電源などの心磁界より強い磁気雑音が錯

綜する臨床で精度の高い心磁図計測が可能となったの

は，超伝導量子干渉素子（superconductmg　quantum

mterference　device．SQUID）と磁気シールドルーム

の導入2）以降のことである．我が国では，1970年台に保

坂ら3）4）を中心に基礎的な研究が行われ，1979年以降，

中屋ら5）－8），粟野ら9）を中心に心磁図の臨床応用が行わ

れた．現在までに健常成人における標準データ5）1°），心

室負荷の評価6）7），心室性期外収縮の起源推定8），WPW

症候群における副伝導路の推定”）など様々の報告がな

されている．しかし，小児を対象とした報告はほとん

どなく1）），小児循環器領域における有用性については

未知の部分が多い．また，従来の磁束計はもっぱら心

磁の法線成分を検出するように設計されていた．この

理由は，法線成分を測定すると理論的に体積電流の影

響が少ないと考えられていたため3），体表面で法線成

分の湧き出しと吸い込みを測定し，右ネジの法則に

従ってその中心に心磁場源（電流双極子：dipole）を推

定する手法（いわゆる逆問題）がとられていたためで

ある．しかし，実際に逆問題の解を得るためには，肺，

肋骨など周辺臓器の形状や導伝率等を計算に入れたト

ルソモデル12）を提案して解を求めなければならなかっ

たため，ヒ」常臨床へ応用するには煩雑過ぎる面もあっ

た．

　これに対して本研究で接線成分を測定しようとした

動機は，複雑な心臓の電気的活動を全体として1つの

ベクトル（電流双極子）に置き換えるよりも，局所的

な電気的活動を二次元平面（前胸部面）に投影したベ

クトルアローマップを作成した方が理解しやすく，臨

床的有用性が高くなると考えたからである’3）．ベクト

ルアローマップの有用性を初めて示したのはHosaka

＆Cohenである4）．彼らは法線成分心磁界を計測して

ベクトルアローマップを作成し，磁場源となる電流双

極子（current　dlpole）が心室脱分極の進行とともに変

化する様子を視覚的にとらえることに成功し，さらに

複数の電流双極子を認識できることを示した．一方，

接線成分心磁界を測定した場合，理論的に磁場源はセ

ンサの直ドに存在することになり，磁界の湧出しと吸

込みを考慮する必要はない．従って，磁場源の位置の

探索がさらに容易となり，測定点を増やせばその分多

くの局所的な電流双極子を推定することが可能とな

る．本研究で用いたシステムはマルチセンサ方式であ

るため，ほぼリアルタイムに局所的な異常を評価でき

るという利点が生じる．また，接線成分測定には，信

号のS／N比が改善される，コイル面に垂直な方向の磁

場成分しか検出しないので電流双極子を方向に応じて
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　　　　　　　　　　図4　健常学童例の等磁図とベクトルアローマップ

A：QRS部分の経時的アローマップ

2pTが観測された時点をQRSの始まり（Omsec）とした．16msecでは左～中央の下部領域に右～右

下向きのベクトルがみられ，心室【†1隔の脱分極に相当する．20msecで中央の領域に左下向きのベク

トルが出現し，反時計方向に回転した中隔ベクトルと重なって28～36msecて左室脱分極の大きな

ベクトルとして観察される．40msecでは左室側壁に左向きのベクトルが残り，48～52msecでは心

基部脱分極の右上向きベクトルが認められる．QRS時間は88msecである．等磁図は1stepがlpT

で，ベクトルは理解しやすいように電流方向に変換して表示してある．

B二Q，R，　S，　T波のピークにおけるアローマップ

心電図のQ，R，　S，　T波部分において最大磁場が検出された時点のアローマップを拡大して示した．

極大ベクトルの部位と大きさはQではF5で18pT，　RではE5で45pT，　SではE4で20pT，　TではF5

で18pTである．それぞれの時相における磁場源（電流双極子）はこれらのピークの直下に推定され
る．

選択的に検出できるという利点も生じる．

　本研究では，以llのシステム開発の背景をふまえ，

乳児から学童にいたる小児を対象として心磁界の接線

成分を計測し，正常小児の心磁図ベクトルアローマッ

プの作成を試みた．その結果，体重6kgの乳児から学童

にいたる全例で心磁図計測は可能で，磁場（二次元合

成ベクトル）の大きさとしては心室脱分極過程におけ

る最大磁場（R）としておよそ10～40pTが，再分極過

程（T）では10pT前後が観測された．これはセンサの

レベルで観測されたものであるため，センサから心臓

までの距離の2乗に反比例する値であり，心室肥大判

定等の基準に用いるには，さらに大きな集団での正常

値の設定が必要である．

　心磁の接線成分を測定すると，理論的に極大の磁場
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が観測されたセンサの直一ドに電流双極子が存在するこ

とになる．実際，アローマップでのベクトルの変化は，

心尖部に近い心室中隔に相当する部位に始まり，左室

に相当する部分で最大となり，心基部方向へと偏位し

た後，最後に流出路部分の脱分極が残るパターンをと

り，Durrerら’4）が人の摘出心で検討した興奮伝播の様

式によく一致していた．電流双極子と磁場の関係（右

ネジの法則）を考慮すると，体表面電位図で報告され

ている結果15）16）ともよく一致していた．

　以上より，接線成分心磁図アローマップを用いると，

高い時間・空間分解能で複数の心磁場源を同時に推定

できることが示された．多数の電極を装着する煩雑さ

がないことも小児では極めて有利であった．今後，心

筋の電気的活動を局所的に評価する方法として応用が

期待されるが，従来の体表面電位図法では得られない

情報が得られるかどうかなど，他の検査法との比較も

必要である．

　SQUID磁束計の臨床への普及を考えた場合，最大

の問題は高価なシステムであることと，運転に液体ヘ

リウムを必要とすることである．現在の磁束計はNb

（ニオブ：9Kで超伝導体となる）をSQUIDに用いて

いるため，液体ヘリウム（4K）が必要であるが，　YBCO

などの酸化物高温超伝導体を用いたSQUIDが開発さ

れ，安価な液体窒素（77K）で運転できるようになれば，

臨床応用を促進させることが可能であろう．
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Vector　Arrow　Map　of　the　Tangential　Component　on　Magnetocardiogram　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Healthy　Children

　　Hitoshi　Horigome1），　Keiji　Tsukada2），　Junko　Tanakal｝，

　　　　　　Tomoyuki　Miyamoto1）and　Toshio　Mitsui3）

　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　University　of　Tsukuba

　　　　　　　　　　2）Superconducting　Sensor　Lab（．）ratory

3）Departmelit　of　Cardiovascular　Surgery，　University〔〕f　Tsukuba

　　　The　tangential　component　on　the　magnetocardiogram　was　measured　in　healthy　children

usign　a　llewly－developed　multichannel　SQUID　system．　Then　isomagnetic　maps　and　vector　arrow

maps　were　constructed　from　the　data　obtained．　The　maximal　magnetic　field　measured　at　the

body　surface　level　was　approximately　10　to　40　pico－Tesla（pT）in　the　ventricular　depolarization

process　and　about　10　pT　il廿epolarization．　We　could　easily　recognize　changes　in　the　location　and

direction　of　the　verltricular　current　sources，　which　was　estimated　just　below　the　gradiometer，　on

the　isomagnetic　maps　and　vector　arrow　maps．　That　is，　the　current　dipoles，　ir】itially　located　at　the

interventricular　septum，　shifted　to　the　anterior　and　inferior　walls　of　the　left　ventricle，　the　lateral

wall　of　the　left　ventricle　and　finally　to　the　basal　portion，　successively．

　　　Tangelltial　component　mapping　of　the　magnetic　field　allows　easy　visualization　of　multiple

current　dipoles　as　a　projection　of　the　current　distribution　of　the　heart　without　solving　the

so－called　inverse　problem．　Therefore，　it　is　possible　to　evaluate　the　electrophysiological　behavior

of　the　localized　myocardium．
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