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心房心室同期デマンドペースメーカのR波検出に関する研究*
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ある。このR波の電圧は,心房刺激波の数千分の‑で

に

あり,心房刺激波が心室壁内電位帯革電極:=干渉する

心室刺激心臓ペーシングは広く普及しており,その

場合, R波以上の大きな電圧となり,デマンド機構が工

適応も拡大されつつある。著者らも従来,完全房室ブ

誤動作する原因となるO第1図は雑犬で6mA, 1ras

ロックを中心に長期ペーシングを,また心臓手術直後

幅のパルスで単極心房刺激をした心電図(上)と単極

の症例には一時的ペーシングを積極的に応用し,ほぼ

帯革による心室壁内電位(下)であるが,大きな干渉

満足すべき結果を得ている。しかし, 一部の症例,た
とえば重症な心臓手術直後の症例では不整脈の制御に

波形が心室壁内電位に覆われている。この干渉波形が,
数ms程度の狭い幅の波形であれば,ゲート回路によ

は有効でも,心職のポンプ機能の点では必ずしも満足

り祈り除くことができるが,実際にはかなt)長い尾を

できない場合1)が報告されており,著者らも経験して

引いた波形であり,こitを全部ゲート回路で凝り放こ

いる。この理由として,心室ペーシングでは心臓のポ

うとすると, R立定までも耽り除かれてしまう。

ンプ機能に 20 30%寄与しているといわれる心房収
縮が,心室収紡;こ同期していないことによるところが
大きいと考えられている2‑6)。これに対しP披同期型
や心房心室同期ペースメーカが開発されているが,機
構の複雑さのために故障の頻用度が高いこと,電極縫着
が煩雑でありペーシングが不安定なこと,また大多数
の症例では心室ペーシングではば目的を達することが
できるという理由のためか7),まだ広く普及している
とはいえず,使用経験が散見される程度である8)。 以
上の現状より,著者らは単極刺激による心房心室同期
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ペースメーカを独自に間発し,主として心臓手術駐後
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の症例の一時的ペーシングに応用し,満足すべき結果
を得ているので,今回はその電気的な面,特にR波検

第1回 心房べ‑シソタの心室への干渉波形
(上:第Ⅲ済執we図,下:心室壁内務導電位)
Fig. 1 Interfering ll・aヽeform of atrial stimulation

出の間題点と,その対策を中心に報告する。

to 、entricle (upper panel :ECG in lead IL
lo、ver panel : ventricular my∝ardial poten‑

2.単極刺激による心房心室同期

tin!)

デマンドぺースメーカの問題点

3.干渉波形の性質
心房心室同期ペーシングでは,一定の間肺をおいて

3・1不関電極共通の場合

心房と心室を同期的に刺激するため:こ,心房:こも電極
を鍵者する必要がある。臨床応用を容易にするため,
心房,心室共;こ単極刺激としたが,この場合,双極刺
激に比し,心室のデマ./ド敵臆が心房刺激波の干渉を
受けやすく,デマ./ド故構の誤動作の問題が生ずる。
すなわち,心房心室同期ベースメーカでもデマンド故
能が必要と考えられるが,これは一般にR波を検出す
ることにより行われており,著者らの装匿でも同様で
事 昭和52年7月15日受付,昭和52年10月17日改訂
納 所潟大学工学乾電子工学科
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干渉波形の性質を詳しく述べる。この際問題となる
のは, 6章で述べるゲートオフ時間,すなわち40ms
以後の波形であるO第2図(a)は,犬を用いて単極
心房刺激時;こ単極務導により心室壁内における干渉波
形を横軸50ms/div,縦軸10mV/divで記患したも
ので,心房刺激の不閑電極(ステンレス0.3mm卓,
20mm長)を,心室壁内電位測定用のアースとしても
用いている。この場合, 400ms以上にあたり心房刺
激ノミルスの干渉波形が尾を引いていることがわかる。
また比較のために双極心房刺激で単極務導により心室
19‑
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第20 (a)心房単複刺赦時の単極妨導による心室堂内電位(H :50ms/div. V : 10mV/'div)
(b)心房双獲刺激時の単匪新都=よる心室壁内電位(H : 50ms/di、, V : 10mV/dil・)
(C)心房単庫刺汲時の双極帯革こよる心室壁内電位(H : 50ms!diヽ V : 10mV/dil一)
Fig. 2 (a) Wave form from ventricular my∝ardial unipolar electrode by a unipolar atrial stimulation
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壁内電位を記載したものが同図(b)であり,逆に単

ス板は長期間空気中に放置されたものを使用したが,

極心野刺激で双極捗導により心室壁内電位を記録した

銅板を用いる場合は第3図と同じ波形にするためには

ものが同国(C)で.共に干渉波形はほとんど認めら

表面をやすりで研ぐ必要があり,両駅も8cm2必要で

れない。さらに双極心房刺激双極済導の場合も同園

あった。板の材質をアルミニウムにするとやすりで研

(C)と同様に干渉波形はほとんど認められない。以

いで24cm‑としても効果がなかったO このように不

上の心房刺汝電流は6mA, 1ms幅のパルスであt),

閃電毎にステンレス板を用い,その両統を広くするこ

回申柄軸に†印のある時刻に心房刺激パルスを加えて

とにより,干渉波形の影響はほとんどなくなるが,臨

おり,捉軸に‑印のある日盛がベースラインである。

床応用の立場で考えると,体外ペーシングの場合,数
日にわたって広い接触面群を維持することは不都合で

上記のことよ1),少なくとも心室側を双極m導にす
ることによt).心打刺激波形の干渉の彫抑土間題なく

あると思われ.別の方法を検討した。

なるように思われるが,ペーシングが不嬰になった時
i!fで,これを引き抜くときの危険を考えると.たとえ

不軌LZ極として0.3mm￠ステンレス線を用い,胸
壁に刺入する長さを少しずつ長くしていくと,干渉波

心室用唱榛であっても, 1本の‑jiがよt)安全であると

形の尾の部分が少しずつ少なくなっていく。そして,

考え,電気的には最も不利であるが,心訂心室共に単

4‑8cmまでの長さでは,干渉波形は刺入長こ開拓な
くほぼ同じ曲線となる。

虜の場合について検討を進める。
さて,第2回で推定されるように心打刺激用不閑電

次に心室壁内電位誘導電極の凝着部位による干渉波

極に問題があると考えられ,その胸壁との接触面yl'を
広くしてみた。ステンレス板を用いその面mを4cm2

形の影響を調べるために,右室心尖部および心房から

以上に広くすると.第3図のごとくほとんど干渉波形

位測定を行い二現象表示したものが第4図である。最

は認められなくなる。二のことより不脚'aI梅の分極作

初の90msでは波形が重なって1本の曲線となって

用.こより,干渉波形が生じたと考えられる.ステンレ

いる二

第3回

5mm離れた右室堂内より,同時に単極誘導により電

ステ'/レメ坂(4cm:)を不閃電鼠こIR用し
た場合の心室壁内電位(H : 20ms di、∴ 〜. :
10 mV/diヽ・)

Fig.
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第5図 不閑電極と心室壁内電位拝辞用ア
ース電権を分燈した場合の心室壁
内電位(H:20ms/dil・. Ⅴ:10
mV/div)
Fig.

5

Waveform
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(b)

第60 (a)心室監内電位(上)とシミュレータ出力(下) (H:20ms/
div, V :10mV/div)
(b)図(a)の二つの波形を益動増幅した汲形(H : lOms/div,
V : lOmV/div)

ヽentricular

myocardial unipolar electrode

I

(a)

Fig.

6

(a)

separating the indifferent elec‑
trode of atrial stimulation from

Waヽeforms

from

ventricular

myocardial

unipolar

elec‑

trode (upper panel) and simulator output (lower panel)
(b)

common electrode inducing

Differential

amplifier

output

l＼aveform

of

the

＼＼raves

shoWn in Fig. 6 (a). Indi打erent electrode: stainless
steel Wire

ventncular electric potential

3・2 不関電極と7‑ス電極分離の場合

さらに不問電庵の刺入長をある程度以上長くするとそ

心房刺敢電極を単隆とし,ワイヤを用いた不閃電鯨

の長さに無間係であることから,電子回路によって干

を胸壁に匿き,心室堂内電位済導用電極を単薩誘導と

渉波形と同じ波形を作り出し,心室電位と差をとれば,

し,アース端子を心房刺激用不閑電極から渡れた部位

R波のみを検出することができる9)。干渉波形の時間

の胸壁に接続すると,第5図のように干渉波形の影響
が大幅に少なくな;),アース端子を不問電極から離す

的変化は.刺激/tルスを一次の節分回路に加えたとき
のそれとほぼ等しいので,簡串なシミュレート回路で

ほど影響は少なくなる。第5回の場合は成犬(10kg)

干渉波形を相殺することができる。

で胸壁の電極間距離を4cmにした場合で,心房刺激

第6回(a)上は共通電極として40mm長, 0.3

パルスより 5ms後は干渉波形が認められない。この

mrncpステンレス線を用い心室壁内堀位を記銀したも

現象に対する説明は次のように考えられる。すなわち,

のであり,同国(a)下はシミ.1レークよJ)の波形で

心室壁内電位務導用アース電極を心房刺激用不開花極

ある。識別しやすくするため,シミ.1レークの波形

から推すことにより,心b7刺激ノミルスによって不則電
極に生じた分極の心室堂内'.ll位紡専用7 ‑ス電極に及

を2.7d*・下に移動してある。この両者の波形を差動
増幡軌こ加えると同国(b)のようになり, 40ms以

Ei'す影響が軽減される。

降で干渉波形の影響は問題なくなっている。このとき

l

本章で調べた干渉波形の性質は,心房および心室に

のシミュレート回路は第7図の点線内に示され,この

用いる電極の材質(白金,ステンレス,鍋,ニッケル,

耕分定数は約32msであるが, 2割程度の億の変動

鉄)および形状には無関係であった。

はあまり問題とならないO実験結果では,心室から許
噂した電位を直接相殺するよl)も $7図に示すよう

4. R波検出回路

に, CR結合2段で40dB奄度増幅した後に相殺する

心房刺激波の心室壁内電位務叫電極への干渉を.電
子回路で除去する方法;こついて考える。最初に考えら

方がさらに有効であることが判明した。

れる方法はCR結合増幅器のCRの時定数を小さく

に用いた方が有利であることと,相殺すべき大きな波

することである。この場合,プこのR波のように略が狭

形を増将器でクリップさせこの部分を増幅度により,

く立上りの速い波形に対しては,この方法で十分有効

それ以後の綾やかな部分をシミュレート回路の時定数

であるカも ヒトの場合はR波の幅が広くなり,特に心

により相殺するので調整が容易となることである。

室任期外収薪のように立上りが旗やかで幅の広いR波
に対しては, R波検出感度の不足が生じる。そこで次

不閑電極として0.3mmpステンレス線を用い,刺
入長を5‑80mmまで変化しても相殺効果は有効で

に述べる二つの方法について検討した。
4・1シミュレートE]路を用いる方法

あったO この場合のシミュレート回路の横分時定数は,

この理由は,差動増幅器が雑音を発生するので後段

刺入長40mmの場合の値で約38msであった。心

3・1で述べたように,干渉波形は心室壁内電位帯導

房刺激電流を変化する場合は.心房刺激用パルス増幅

電短の権着部位や,心筋に縫着する電庵の材質や形状,

回路とシミュレータ用パルス増幅回路に,全く等しい
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第7図

シミュレート回路と登別増伯回昌t;I

Fis". 7 The Simulator and differential amplifier circuit?

電源Iml正を供治することこより,波形相殺を行わせる
ことができるこ この回路を第8図;こ示す。心房刊汲電
流6mAの場合こ設定した定数で心房刺激電流を0‑
14mAまで変化しても,相殺:土可櫨であった。 fj:お,
心室刺激パルスによっても心室盟内TE泣訴専回路:こ長
く尾を引いた・;&・形が生ずるが,こ.itの除‑アー:こもシミュ
レート回路は・ft*f;で:・Bる、
+V
soon
第9図
¥‑h巨u'
ii
ド!jf.9Cal
aliincocia・PL王ミ・Iil・cult
10図:二示すin沌toiiil*1路を考零して用い‑:ォ?;.サきLf二̲,
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第8図
Fig. 8

シミュレー"!&?*用ノ:′レス

:変化を隙‑‑>‑.す'^llE:h:こすぐ.iしているこし、‑∴

与.Jil'il捕

このiui?s*fけでも心削り邦の干渉波形対策として';・‑‑1

Simulinor dri＼・C =11plilkT Cirぐui1

の効&を†iする'J'tより椛リ=i:た動作を期ftす/If∴

4・2 不問電極をアース硝子と分離する方法

二重の対戦をssしている,

3・2で述べたよう;こ.心別LlJ激用不KKE梅と心td連

Mff

内'‑&位誘導用アース端子を'Jl推して,別Jl・に胸US;二は
読すること;こよサT一捗at形の形背が問題にfi:らなくな
る。しかし,二のことは心w用回路と心室用fel路を電

l

源のア‑スをか.)て完&:こ放立させなけ.子Lこi'なら,tい
こと:こなり, ‑ォ・遜磁iォiでは動作させえない不匹.‑>あ

l
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L i

る。そこで心室壁内';迂[>L増fci回路を平衡入力型とし,

‑
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V2(.

一方を心室筋へ.也‑))を胸壁へ接跳LI T‑‑ス端子は
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心房の不勘環f8とE!)路ftでは鋭する方法を採用したが

]¥

第5回と:ミ:誹北'liの結果が和ら.れた。こうすることに
より,心算用回路と心室用回路は共通の電源を用いる

*・‑''.I'蝣
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Fir. 10

ことができる= 二の回路図を第9図:こ示す,.

DC feedback circuit

5.テマント方式

さて,心筋硬盤の場合のように桁の広いR波:こも対

心室は、・ulnerable period ;二軍兄事l蒲 加わる三

応できるよう:̲, cr結合回路の時定数を大きくした
藷果,心室刺激ノミルス:ニよって, R波放出回路こ長く

宝神勅:こな;)やすく危険である:二j・?たう,心董収讃;

尾を引いた波形が生じるft''.二の閉局:こ対しては.寡
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が,これは心室に刺激を加えるどのような装匿にも必

( 23 )

tory periodを心房刺激直前から40ms,心室刺激直
前から80ms とした。

要である。一方,心房のvulnerable periodはあまり
問題にならないように思われるO雑犬を用いて心房電

このゲートオフ時間は,長い方が電気的こ設計?/>容

気刺激により心房細動を許発しても,心室細動;こはな

易となるが,生理的には短い方が望ましいと考えられ

かなか移行せず,この意味では心房刺激にはデマンド

る。すなわち,心房刺激中にも心室でR波の発生する

桟能はなくてもよいのではないかと考えられる。

可能性があり A‑*‑トオフ時間fj¥ QRSの幅よ・')狭:チ

以上より,デマソド動作はR波による抑制方式とし

九はこれを検出でき声。

第11図の心電図モデルを考えた"= (A)は自己リズ

7.ブロック図および仕様

ムにおけるR‑R間隔が長く,ベ〜サーパルスに抑制
のかからない場合であり, (B)はR‑R間隔がやや短

2種類の心房心室同期デでンドぺ‑スメーカを試作
した。それらの基本的な違い.'ま,おもこR波検出回路

くなり,心室刺激のみに抑制のかかる場合, (C)紘
RIR間隔が短く心房刺激,心室刺激共こ抑制のかかる

である。以下に,それぞjlのブ=ック図とその動作説

場合である。いずれもR波が基準;こなって次の心房刺

明を述べる。

激,心室刺激の間隔が走まl),その時間差がdclay

7・1シミュレータを用いた装置
この装l」fのブロック図を第12図;こ示す。動!>・:ま次

time となる。
早

のようになる。 ujt発振回路で希望するレートのパノン

pacer pulse

スを作T)出し ‑r‑ノマルチで判>*''パルス幅を決達するo
パルス増肺後一方 心房登に,他方:まシミュレ‑;、同
rAJ
第11回
Fiar.

H

B)

Schematic

dralヽring

声Siこ導く,ここで心室壁内if位音専電位こ干渉してく

(C)

デマソド按[:巨を示す心石田の
illustrating

チノン

る波形と同じような波形に捗正し, 40dB程度増惰し

clemこll1(I

た汝に心'̲Bからの*fi輸されたido"を絹殺し. 、・‑ :‑Ei

function bv lloth atrial and ventricuhlr

識:こ^1‑く二 ㌢・̀‑ト回サーftは先のuJt.jiさ掠阿錆:二よ0m動

activitヾ

き.a,心算刺激正前よ0

6. Refractor}'period

40msの問は閉じてお蝣;,

・多くの心憲ベースメーカ:よ. Mパノ'.‑ス企ikft二i蝣I

lulの時期はI'‑iiいている, V:の坪"iif:^"3Ll.・よCR結合となっ
ており,立上り 40ms りKiやかftゥ号は頂:i?され

数十msの問,デマンド故mが軌とするようになって

るため, R波の斗i‑1射1:川輔写し.心I''.心宝」・1丹抑桐

いる,。しかし,心笠利灘波がLflても心室が応じないで,

¥u¥&に浮く▼

この上き, ‑7‑てt, :・一lri'zMv&mで5‑・‑>。

▼

refractory period内:こ自発の心室収請が起こる場有,

心到り激と心室刺激の間のw絹1・,すなわちA‑V

次のペースメーカの心室刺汲波がvulnerable period

delay tinlCは2個のujtの発振周期の差から作・')也

におちる危険がある.。このためrefractory periodは
できるだけ短い方が安全であると考えられる,‑.また,

対してもシミ:̲レート回臥;.・;動tf漸Tu・が動作するよ

前記のデマンド方式を採用するためには,一 二Ri波を

うになっている。

される。 R波をvi'j>こ険JLlける必要から,心室判握蛇こ

検Illする必R:がある。このため,木葉龍ではrefrac‑
I

inhibitory circuit
第12匡】シミュレー)を用いた糞直のブロックダイヤグラム
Fig.
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第13図 平衡入力回路を用いた袈匠のブロックダイヤグラム
Fig. 13 Bl∝k diagram of the device with balanced input circuit

第15図は,ヒトの場合のA‑Vペーシング時に期

7・2 平衡入力回路を用いた装置
この装置のブロック回を第13図に示すO動作は次

外収柿が起こり.心房刺激,心室刺激共に抑御される

のようになる put発振回路で希望するレートのノミル

場合(A),および心室刺激のみ抑制される場合(B)

スを作り出し,心房刺激波をゲート信号より遅らせる

を示している。後者の場合,心房刺激直後に期外収薪

ためのモノマルチ,続いて刺激/tルス暗決定用のモノ

が起こっており.このような場合にも有効にデマンド
機能が働いていることを示している。

マルチを駆動し
ルス増幅を行い,これを心55刺激
波出力としている。 R渡検出部は差動入力であり,皮

9.考

察

転入力側は心重電庵に,非反転入力例は胸壁に接続さ
れるO

心冴心室同期デマンドベースメーカを試作した。臨

この方法で,心房刺激による心室壁内電位拝導電短

床応用を容易にするため単極刺激としたが,心房刺激

への干渉波形の影響を大幅に減少させ,さらに20dB
程度増幅した後に,直流帰還回路およびゲート回路に

波の心室壁内電位醇導電操への干渉による心室デマ'/
ド回路の誤動作が問題となり, R波検出に間して2種

より干渉波形を聴り去り, R波のみを検出し,心房・

類の方法を検討し,いずれも解決策として有効である

心室刺激抑制回路に導く。ゲート回路は,先のput発

ことがわかった。

振部およびA‑V delay time用のモノマルチにより
駆動され,心房刺激直前より 40ms,心室刺激直前よ

一つはシミュレート回路を用いる方法である。すな
わち.シミュレート回路,差動増幅回路,ゲート回路

り 80msの間は閉じており他の時期は開いている。

を呼人し, refractory periodを40ms設けるだけ

またput発振部は, A‑V delay timeを作り出すモ

で,デマンド動作を可能にした。シミュレータの素子

ノマルチ,刺激Jtルス幅決定用のモノマルチを駆動し,

感度は低く,心筋電極の場合だけでなく,心内膜電極

それを増幅して心室刺激波出力を作り出している。

の場合にも有効に適応できた。シミュレート回路の耕

7・3 両装置の仕様

分時定数は,動物実験で定S>た定数のままでヒトの場

体外式心房心室同期デマンドペースメーカとして設

合にも適用できた。素子感度の低い理由は相殺すべき

計した本装置の仕様は次のとおりである。

干渉波形の部分が刺激後の40ms以後であり,不閃

i)レート50‑180ppm可変ii) delay time50

電操の分極作用によるためヒトや動物に関係なくほぼ

・400ms 可変 iii)心房刺溌電流2ms幅, 0‑12
mA可変iv)心室刺激電流0.8ms暗, 0‑12mA

一定の時定数となるものと考えられ,また心室壁内電

可変. 、・)デマンド感度0.8mV以上可変。

いることもその理由の一つにあげられる。不関電極の

位導出後2段のCR結合増幅器を通した後に相殺して
刺入長は5‑80mmまで変えても全く相殺効果に変
わりはなかった。このことより不関電極の材質を他の

8.デマンド効果
第14図は,犬を用いてA‑Vペーシングを行いな

物に変えてもシミュレータの効果は有効と考えられる。
心房刺激に対するrefractory periodは,心房刺激波

がら,ペーシングレートを落として!、った場合で,心
房刺激,心室刺激共に抑制されることを示している。
‑

の直後に出現する心室性期外収薪にも対地するため,
24

‑

昭和53年 2 月

心房心室同期デマンドベースメーカのR波検出に関する研究

第14回
Fig.
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(A)
(A)
(A)
刺激レートを低くした場合のデマソド動作を示す心電図
shot,ving

adequate

demand

function

ヽvith

decreasing

pacing

rate. All pacing pulses are inhibited at point (A).

第15図 期外収縮によるデマソド動作を示す心電図
Fig.

15

ECGミhol＼ing

adequate

demand

function

lvith

extrasystole.

Both

atrial

and

ventricular pacing pulses are inhibited at point (A) and onlj・ ventricular
pulse is inhibited at point (B).

QRSの幅を考慮し心房刺激直前より 40msとしたが,

10.結

十分撤能を発揮している。デマンドは心房刺激,心室
刺激共にR波抑制方式としてあり,完全とは考えてい

論

心w心室同期デマンドペースメーカを試作し臨床に

ないが,現時点では最良の方法と考えているO シミュ

応用し,安定にかつ安全に動作することを確認した。

レータを用いる方法は,回路が少し投雑になるが,生

今後,この装置を改良すると共に,臨床例について検

体に接続されるFLE極の数が少なくてすむ。
他の一つは,入力回路に平衡型増幅器を用いる方法

討していきたい。なお本論文の概要の一部は,第14
回日本ME学会大会で報告したo

であるO入力の一方を心室筋に,他方を胸壁で心房の

S^^^^^K3
l■

不閃電隆とは4cm以上離れた部位に接続し,干渉波
形の影響を除去し,さらに直流帰還回路を用いてR波
検出回路の誤動作の問題を解決した。この方法ではペ
ースメーカを接続する導線は4本になるが,心鼠 心
室には各1本ずつであることには変わりなく,胸壁に
導線を2本接続することは,臨床上ほとんど問題とな
らない。またR波検出回路のrefractory periodを心
室刺激パルス後200ms以上にするか,または心筋硬
窓の場合のような立上りの遅いR波を検出対象外とす
るならはCR結合の時定数を小さくできるので,干渉
横形の対範としては,平衡入力回路のみ,または直流
帰還回路のみでも十分であることが,別に試作した装
置:=よって確認されている10)が,本装置では広い応用
を考慮したのでrefractory periodを短くし,二重の
対策を施してある。
以上述べた方法のどれがすぐれているかについては,
心室壁内電位を双極誘導する方法をも含めて,今後多
くの臨床応用の結果を待って結論を出していかなけれ
Itならないと考えている。
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R‑wave Sensing Problem and its Solution
in A‑v Sequential Demand Pacemaker*

Yoshiaki Saito**, Hideo M,lki.no**, Yoshimi Takeuchi***, Shoji Eguchi榊*

Ventricular pacing has recently become widely popular along with notable improvements made in
the engineering aspects, and its application has gradually widened.
In

our

experiments,

permanent

and

temporary

pacings

have

been

used

respectiヽ,‑ely

on

the

patients suffering from complete A‑V block and on those in postoperative state with satisfactory
results.

However, in some patients, who had been in far advanced cardiac dysfunction., ventricular
pacing itself has been found inadequate to improve deteriorated postoperative cardiac functions,
although it has proved sumcient to control arrhythmias. The reason is based on the negation of
atrial contraction which is known to boost cardiac function up to 20 to 30 per centwhen it
synchronized With ventricular contraction.
Subsequently, we have developed a ne,〜 A‑V sequential den‑and pacemaker to apply・ temporarily
to patients immediately after open heart surgery and confirmed its electrical safety and reliability
along with satisfactory hcmodynamic response.
In this paper, we report the results obtained from this device, putting special emphasis on
its R‑wave sensibility.
To nlake clinical application easier, unipolar stimulation ll;as used on the atrium and the
、・entncle. Ho、、;cver, the problem which related to ^unipolar stimulation 、、as the interference
against ventricular demand mechanism by the atrial stimulation, resulting in malfunction of the
demand system.
After

investigating

the

property

of

this

interfering

ヽヽ・avc

in

detail,

ヽヽ・e

found

that

the

cause

was in the indifferent electrode.
T、、,o

methods

of

sensing

R‑Waヽ;e

are

introduced.

One

employs

a

simulator

which

cancels

the

interfering wave for the ventricular electric potential, the other employ・s the direct current
feedback circuit and t、vo indifferent electrodes for the atrial stimulation and R‑wave sensing.
These

methods

have

been

proved

to

、、・ork

perfectly

with

the

ECG.
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