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除細動後の一時ペーシング機能を有する自動除細動器の研究*
牧野 秀夫**・斉藤 義明**・三田村 好矩***・三上 智久'

‑をペーシング用として使用した点が特徴である。な
1.はじめに

お,ペーシング方式は心室デマンドペーシングである。.

心室細動による突然死を防止するために植込み型除

2.装

細動器の開発が進められ1㌧本邦でもすでに臨床応用

置,方

法

2・1全体の構成と動作

が行われている.Joしかし除細動後に発生する恐れ

第1図に開発した袈牡のプ.:ック図を示す。装匿は

のある徐脈あるいは心停止などに対し.直ちにベーシ
Wtt冒思we買値冒thxab‑f,<o&¥腿が

自動除細動器部とペーシング部に大別されるが.基本

指摘されている2,3)

となる除細勅許部には.従来開発してきた植込み型除

組込み型除初動sE>.・
:.tr<こペーシング披能を追加する際の
問!乱魚としては,二つの披能を実現することによる出
力回路の投雑さ,機能追加による電池体mの増加など

細動器の細動検出回路.高圧発生回路および出力回路

があげられる41。また除柵動後のペーシング間伯の上

めに細動検出回路を改良した。装匿の電源には,アル

昇も問題となi;,Rubinら:こよる体外式ベースメーカ

カリ電池および水鍛電池を使用した〇

をそのまま利用した6・7㌧次に.ペーシング用制御部と
出力部を追加し,さらにデマンドペーシングを行うた

具体的動作としては,まず細動が発生すると血圧セ

を用いた動物実験でも.このことが報告されている5)0
そこで著者らは,植込み翌晩細動掛こ対するペーシ

ンサを用いた拍動検出回路からの信号により高圧発生

ング機能のr実現を目的に萌しい回路方式を険対し,除

回路が戯作し,コンデンサ内にエネルギーが苗えられ

細動経のM間値期間中のペーシングを可能とするため.

る。さらに除細動可能な瑠圧に達すると自動的にサイ

高出力ペーシングを行うように回路を工夫した。機能
追加による回路計品.'Iに池作机の増加を極力抑えるた

リスタがon となり.除細動用電気刺激がカテーテル
電極を通して心筋に加えられる。充堀時間は, 600V

めに.従来間発してきたカテーテル蝣iU隆をnJいたftt'ii玉

まで6.5s, 800V

み型除細動器の出力許を改良しペーシング動作を実現

てペーシング用制御回路が動作し,心臓の拍動に応じ

すると共に,高出力ペーシングを可能とするために.

てデマンドべ‑シングが行われる。ペーシングレート

除細動後に出力用コンデンサに残されているエネルギ

およびペーシング開始時の刺激電流値はあらかじめ可

までは15Sである.除細勅に続い

counter shock
& pacing pulse

第1回 装置のプp‑/タ回
Fig. I Block diagram of the system
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変抵抗により設定することが可能である。また,ペ
ーシングは従来の除細動用カテーテル電極(電極面耕

の/tルスを作り出している。発振周期は可変抵抗によ

260mm2,電極間距離100mm)をそのまま使用して

ているoまた,デマンド換能を実現するためには倹乱

り調整可能であり.刺激レートは毎分40‑200となっ

行った。

回路のモノマルチBからの信号を利用し.自発心拍が・

従来の除細動器部の回路については文献6)および

現われた場合にはこの盾号により発振回路が>J ‑tット

7)で詳しく述べられているため,以下に今回追加改

され,べ‑シングノミルスが抑制される設計となってい
る。

良した部分;こついて説明する。

除細動直後からペーシングを開始させるためには.

2・2 拍動検出回路
第2図に改良した拍動検出回路のブロック回を示
す。細動および徐脈の検出用には,著者らが開発した

R‑S flip nopを使用して発振回路の制御を行った。除

カテーテル型血圧センサを使用した8,9)心駁ベースメ

た後に,発振回路が動作しべ‑シング′tルスが出力さ

ーカにおいては.デでンド使徒を実現するために刺激

れる。また,再度充電を開始する場合あるいは実験中

電極から誘導される心電図が用いられているo Lかし,

にペーシングを中止する場合には,このnip flopをリ

今回の装置では除細動電流による分隆等のため除細動

セットすることにより発振回路の動作を停止させるこ

電極からの心電図の誘導が困難であった。そこで.血

とができる。

細動刺激出力信号に上り

圧の動的変化をとらえることが可能であり,かつ簡単

鮎pflopの出力がonとなっ

2・4 ペーシング用出力回路
第4回に,従来の除細動用出力回路に並列に接続し

な回路で心拍の検出を行うことができる血圧センサを
使用した。

たペーシング用出力回路を示す。ペーシング用エネル

拍動検出回路では. m架の高圧発生回路制御借号を
出力していたモノで/'/チAに加えて,デマンド用に1

ギーとしては除細動後にコンデンサ内に残されている

心拍単位の信号を出力するモノマルチBを追加した。

エネルギーを利用する。この場合,コンデンサの電!王
変化およびェネルギ‑はそれぞれ式(1), (2)でを

モノてルチの出力は,除細動刺激の放出欝への彩管を

わされる。

防ぐためフォトカブラでアイソレーションされている0

V/lro‑exp (‑77C/?)

2・3 ペーシング用制御回路

E‑C¥′2/

( 1 )
(

2

)

ここで, V.は除細動前の̀蝣&E LV], l′は除抑動後の,

第3図:=ペ〜シンプ用制御回路のブロック回を示
す。ペーシングレートを決定する発振回鍬二はpr0‑
grammable uni‑ji‖1ction transistor (NEC : N 13‑T 1,

以下PUT)を脚召し,その出力をモノマルチを用い
て波形整形することによりペーシング用の0.8n‑S幅

」E曝

第2図 検出回路のプロ・Jク図
Fig. 2

Fig. 4

Block diagram of sensing circuit

箪玩圏要¥>m¥,A‑WM/1車

Bl∝k diagram of output circuit

&

thynstor
transistor
s帆itch

第3回 べ‑シ・/グ制御回路のブロック回
F¥g. 3 Block diagram of pacing control circuit
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電圧[V], Tは除細動ノミルス幅[s], Cはコンデン

固定レート(毎分60, 120, 180)でペーシングを行

サの容量[F], Rは負荷抵抗CQ], Eはエネルギー

った場合,除細動直後のペーシングに必要な恵大電流

[J〕である。
カテーテル電極を用いた陰細動の場合,除細動器出

60mA (電圧300V)まで降下する時間はそれぞれ11,

力端子からみた電掻および心筋に対する等価抵抗は,

41V)まで降下する時間はそれぞれ190, 162, 132s

10, 9sであり,通常のペーシング関値8mA(電圧

‑約12011と考えられ10)さらに刺激パルス暗Tを3

であった。またペーシング停止の場合でも,電圧検出

msとし50juFのコンデンサを使用した場合には,コ

用抵抗の影響により300Vまでの降下時間は14s, 41

ンデンサに残される電圧の割合は約60%となる。従

Vまでの降下時間は230sであった。しかしコンデン

って600Vでの除細動後には, 360Vの電圧(ェネル

サのみの場合では, 300s後でも240Vの電圧が残さ

ギ‑ 3.25J)がコソデンサ内に残されることになる。

れていた。
3・2 動物実験結果

ペーシングパルスを出力するためのスイッチング素
子には高耐圧トランジスタ(東芝:2SD822,最大定

本装匿の動作を確認するために動物実験を行ったO

格FcB0‑1500V, 7C‑7A)を使用し,コレクタに直

雑唖成犬3頚(ll.4‑13.0kg)をネンブクール麻酔

列に5k!1の抵抗と50kQの可変抵抗器を接続するこ

後(25mg/kg)穀制呼吸下にて閲的し,右頭静脈より

とによりペーシング電流を設定している。このためコ

カテーテル電隆を右心室心尖部に挿入したっ さらに右

ンデンサ内に360Vの電圧が残された場合,ペーシ

心耳より血圧センサを右心室内に約5cm挿入した。

ング開始時の電流は6.5‑‑72mAの栢隅で設定可能で

実験では電気的に細動を発生させ,自動除細動および

ある。

ペーシングの様子を観察した。

3.結

代襲的な例を,第6図および第7図に示す。第6
回(a)は除細動後に固定レート(毎分144)でペー

果

3・1コンデンサの電圧

シングを行った場合であり,除細動直後から心室べ‑

試作した装選の出力端子に負荷抵抗120Qを接続

シングが行われている。第6回(b)はデITンドペー

し,ペーシング継続時間に対するコンデンサの電EE降

シングを行った場合であt),除細動鮫約10S 後にペ

下状態を測定した。測定にはオシロスコープおよびデ

ーシング(鯨分157)が行われていることを確認した。

ィジタル堀圧計(Sony‑Tektronix : 305 DMM oscii‑

約7回に,除細動後の徐脈に対しデでンドべ‑シン

loscopc)を使用し,ペーシング波形とコンデンサの電

グを行った例を示す。除細動後の徐脈を確認後,約15

圧を同時に観察した。

S後:=ペーシングレートを増加させて心室ペーシング

測定開始時のコンデンサの電圧および刺激開始電流

を行った(第7回(a))c

その後,心筋の状態が回投

をそれぞれ360V, 72mAと設定し, 3位族のレート

し, 85s後には自己I)ズムとなりペーシングパルスは

(毎分60, 120, 180)でペーシングを行った。またペ

抑制さh,血圧も上昇している(第7回(b))c

ーシングを行わない場合でも,コンデンサの自己放電

s^E^^^^^Ei

および電圧検出用抵抗(i?s: 1MQ)による堀旺降下
が考えられたため,ペーシングを停止した場合および

植込み型除細動器における除細勅後の徐脈あるいは

‑電圧険出用抵抗を切り離しコンデンサのみとした場合

心停止に対するペーシング搬能の実現を目的に,出力

の電圧降下状態も測定した。その結果を第5図に示す。

用コンデンサの残余エネルギーを利用した高出力ペー
シングの方法について研究を行った。以下,ペーシン
グ方式,エネルギー,回路構成および電隆こついて考
察する。
4・1ぺ‑シンク方法
除細勅直後には,強力な通電による影響のため局所
的に心崩のペーシング関値が上昇する Rubinらは,
カテーテル除細動後にペーシング閉値が除細動前の値
に復構する時間を体外式ベースメーカを用いて測定し
ているが5㌧ この間,除細動前の閑値の3倍以上でも
ペーシング不全となった例を報告している。しかし,

第5国 コソデソサ征の変化
Fig. 5 Variations of capacitor voltage

除細動後:=は血行動態的にも心筋虚血の状態を回復さ
‑
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Fig. 6

実験結果l

Experimental resu一ts No.1
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(b) 85s after defibrillation

第7団 実数結果 2
Fig. 7

Experimental results No.2

せるためにペーシングが必要となる場合が考えられる。

定時等でも観察されるとお';"',心筋のペーシング花

そこで著者らの装置では除細動直後のペーシング閉fiS
上昇に対応するために, K出力べ‑シングの方法を枚

流に対するヒステリシスにより,一皮ペーシングパル

Iisa!

る。また心筋自体も除初動通電の影響から回挺するこ

スに追随するとその後の閑値は減少する煩向が見られ

従来著者らが行った動物実験では,冠状動脈(左前

とから,生体に対し刺激開始時のだ糾、̀屯流値を持続す

下行技)を結歎した場合や除細動が隆端に遅れた場合

る必要は少なく,むしろ時間的に減少させた方が・望ま

にはペーシング閉値が上昇し,ペーシング電流の最大

しいと考えている。

値は臨細効用カテーテル電極では60nlA,ペーシング
用双隆カテーテル電極では8mA と通常の10倍程度

心巌ペースメーカでは,デマンド飯能実現のために

の電流が必要であった11)。そのため,今回の装匿では

心電図が用いられている。しかし,除細勅直後から刺
激電極により心電図を詩碑する場合には,除細動電流

最大ペーシング電流を72nlA (コンデンサの電圧360
Vの場合)まで設定可能とし,除細動用カテーテル電

能性がある。そこで,本装匿では,除細効用電気刺激

極をそのまま使用して動物実験を行った。その結果,

の影響を受けずに心拍を検出する簡灰な方法として血

除細動後:=電流の不足によるペーシング不全は見られ

圧センサを使用したOその結果,除細動後の徐脈に対
しては直ちにべ‑シングが開始され,心筋の状態が回

なかった。この間,ベ‑シ・/グ電流はコンデンサの電
圧の低下に伴い減少していくが,ペーシング開値の測

第24巻 第 7 号(Dec. 1986)

による分極の影響により検出回路が数秒間飽和する可

復し心拍数が上昇した場合には,デマンド綴能:こより
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ペーシングは抑制された。

は,除細動用カテーテル電極の先端にボタン状のペー

4・2 ペーシング用エネルギー

シング電極を追加した電極を開発し,ペーシング閉値

植込み型除細動器を用いた除細動では25J前後の

の減少を報告している5)。現在著者らも,険細動電極

エネルギーが必要とされるのに対し,心室ペーシング

とペーシング電極を分放したカテーテル電極を使用し

ではその約百万分の1の数FLJのエネルギーで1回の

て動物実験を行っている15‑17)。ペーシング電極を分離

ペーシングを行うことができる。除細動後のペーシン

したカテーテル電極は,接続用リ‑ド線の増加等製作
上国難な点も含まれるが,ペーシング効率を向上させ

グでit,この値は除細動後の過渡的な開値上昇および
除細動電極をそのままペーシングに使用する場合を考

同時に長期間のペーシングが可能となることから,今

えると数mJとなるが,その場合でも除細動エネルギ

後更に研究を進める必要があると考える。

ーに比較し千分の1程度の値である。一方,従来の除
5.

細動器では,コンデンサに充電されたェネルギーがす
べて除細動用に使用されるわけではなく,除細動に必

is

h

y

声

除初動後の徐脈および心停止の治療しつた軌こ,べ‑

要な刺激パルスを作り出すために刺激開始後コンデン

シソグ機能を有する自動除細動語を開発した。簡単な

サ内の残余エネルギーを内部放電している13)。そこで,

回路で除細動後の高出力ペーシングを実現するために,

著者らは従来改良してきた除細効用出力回路と新たに

従来除細勅時に内部放電されていたコンデンサのエネ

考案したべ‑シング回路を組み合わせ,この内部放電

ルギーに着目し,このエネルギーを利用したペーシン

されていたェネルギ〜をべ‑シソグ用に有効に利用す

グ用出力回路を考案した。本装置を用いた動物実験結

る方法を工夫した。この点が本装置の大きな特教であ

果から,従来の植込み型除細動器:=わずかの回路部晶

る。

を追加することにより.残余エネルギーを利用したデ

4・3 ペーシング持続時間

マンドペーシング機能が実現可能であることが明らか

著者らの実験では,残余エネルギーが完全に消光さ

となった。

れる前に心筋の状態が回投し,デマ・/ド扱能が働いて
ペーシングパルスは抑制されている。しかしRubin

今後は,更;こ動物実験を行い.関値実動ここ対する赦
適なペーシング方法を検討し,より安全で確実なペー

らの実験では,穀大30分後に除細動前のペーシング

シング綴縫付植込み型除細勅語の開発を行っていきた

閑値に役輸する例が報告されている川。そのため,さ
らにペーシング持続時間を延長する必要があるが,こ

いと考えている。

れに対してはVEJEE険Lll用抵抗値を更に大きなfillとする
ことによりペーシング以外での放電エネルギーを減少

(大阪, 1984年11月)および電子通信学会医用電子生

本論文の要旨は,第22回日本人工臓器学会大会
体工学研究会(東京, 1984年11月) :=おいて発表したO

させ,ペーシング時間を延長することができる。また.
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Development of Automatic De丘brillator
with Temporary Pacing Function after De后brillation"

Hideo ¥工aki.no**, Yoshiaki S.lITOH…, Yoshinori Mit.川UR:l書棚. Tomohisa Mik,川lI

A battery‑type automatic dc別irillator lYith tempor.ary pacing functio‑i has been developed.
The pacing function is activated after defibrillation to work as a high‑output ventricular demand
pacemaker. To minimize the number of circuit devices and battery size, the output circuit
of the implantable defibrillator, which has been developed by our group using a gate turn‑off
thyristor, has been improved and a small size oscillator'has been added to the pacing circuit
for the de丘brillator. Moreover, the residual energy in the output capacitor has been used after
the de丘brillation for the high‑output pacing.
The developed system has been tested in animal experiments. Three mongrel dogs were
anesthetized with pentobarbital and mechanically ventilated. After thoracotomy, a catheter type
blood pressure sensor was inserted into the right ventricle through the right auricle, and a
catheter, which has tl,vo electrodes made of stainless steel (surface area of 260mm2 and lOOmm
apart), was introduced through a jugular vein into the apex of the rigl‑t ventricle. The
catheter was used for both defibrillation and pacing.
In the animal experiments,丘brillation was electrically induced, and the automatic de丘brillation
and pacing function were confirmed. After de丘brillation, as the.high‑voltage converter did
not work during the pacing, the capacitor voltage in the defibrillator decreased exponentially.
However, it was possible to continue the

丘xed‑rate pacing (60ppm) for more than three

minutes after de丘brillation. The main reason for the decreasing voltage lvas due to the voltage

measuring resistor (1MQ), connected to the capacitor in parallel. The pacing pulse was inhibited
during sinus rhythm using blood pressure si帥aL
From the results, it was possible to accomplish pacing function using residual energy
after de丘brillation by improvement and addition of the circuit in the de丘brillator.
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