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身近にある
心電図モニター波形から
心電図を学んでみよう！

～まずは心電図を少し好きになってみよう～

JA長野厚生連 北信総合病院 臨床工学科

中山 真由美

1

本日の内容
ベッドサイドでのモニタリングについて

心電図モニタに必要な物品と電極の装着手順

心電図の基本波形

異常な心電図波形のカギは？

モニタ心電図から得られる情報

各不整脈について

一時的ペースメーカ～確認ポイント

2

ベッドサイド
での

モニタリング
について

・ベッドサイドでのモニタリングは、

バイタルサインの情報を連続的に

測定することができるため

異常の早期発見などに役立ちます。

3 4

ではなぜ
心電図をモニタ
するのでしょうか？

心電図モニタを必要とする場面

①不整脈が出現する可能性がある

②術後やカテーテル治療後

③集中治療が必要

④失神や動悸を訴える場合

⑤生命の危機状態やショック状態

⑥呼吸不全、電解質異常などで急変が予想される

などに使用されます。

5 6

モニタの種類には
どんなものがある？
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モニタの種類

・「一人用（主にベッドサイドモニタ）」と「多人数用」があります。

・ベッドサイドモニタには「有線式」と「無線式」がありま
す。

7

実際に
院内で見かけるモニタは？

ひとり用のもの 多人数用のもの
（主にベッドサイドモニタ）

8

写真提供：日本光電工業株式会社

9

12誘導心電図と
モニタ心電図の
違いはなんでしょう？

12誘導心電図と
モニタ心電図の違いは？

前回までは12誘導心電図という12種類の心電図の変
化についてお話しをしてきました。

今回お話しするモニタ心電図は

1種類の心電図の波形のみになります。

10

12誘導心電図と
モニタ心電図の違いは？
使用する電極の数も12誘導心電図の10枚に対し、

モニタ心電図では緑、赤、黄色の 3枚のみ

となります。

緑：プラス 赤：マイナス

 黄色：アース

アースはきれいに心電図をとるためのおまけ

11

写真提供：日本光電工業株式会社

12

え？
ひとつの心電図誘導波形の
みで大丈夫？
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モニタ心電図の強み
・長時間にわたり連続的な心電図の記録が可

・患者さまから離れた場所でも観察可

・アラーム設定により危険な心電図変化が

あった場合、アラーム音が鳴る

・必要時には、記録用紙を用いて波形の記録可

13 14

このひとつの
心電図誘導波形から
得られるものは？

モニタ心電図から得られる情報

・心拍数、不整脈の発見が主な目的となります。

・ひとつの誘導だけの心電図しかみていない

ため虚血性心疾患の発見と診断には不向きです。

・患者さんの症状がモニタ心電図では

はっきりしない場合は、迷わず

12誘導心電図をとることをおすすめします。

15

心電図モニタに
必要な物品と
電極の
装着手順

・送信機

・電極リード線

・ディスポ電極 3枚

・アルコール綿

16

写真提供：日本光電工業株式会社

心電図電極の装着手順
きれいな心電図をとるためには？

１．左右鎖骨下と左肋骨の一番下周辺の皮膚面を

アルコール綿で拭き、皮脂や汚れを取り除きます。

（アルコール禁でないことを確認）

２．ディスポ電極（以下電極）のゲルが

乾燥していないことを確認します。

→乾いているとノイズの原因になります。

接触が悪くなった電極は新しいものと交換してください

17

右鎖骨下

左前腋窩線で
最下肋骨

左鎖骨下

３．電極を①右鎖骨下 ②左鎖骨下

③左前腋窩線上の一番下の

肋骨に貼り上から数回なぞります。

しわの多いところや凸凹のあるところ

は避けます。動きが少なく、筋肉の少ない部位などを

選んで貼ります。

18

上から数回なぞって下さい

心電図電極の装着手順
きれいな心電図をとるためには？
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４．電極リード線の先端クリップで

電極をはさみます。

・右鎖骨下電極:赤

・左鎖骨下電極:黄色

・左肋骨の一番下の電極:緑

５．体動が多い患者さまにはリード線を

サージカルテープなどで皮膚に固定してください。

19

心電図電極の装着手順
きれいな心電図をとるためには？

電極の貼る場所には注意してください！

20

左鎖骨下に植え込む場合 右鎖骨下に植え込む場合

ペースメーカを植え込む前の
患者様の場合

電極を貼ったら
・モニタの心電図波形を確認します。

・波形が小さく明らかに心電図を認識していない場合

モニタが心電図を認識できるように設定します。

21

波形が認識できない場合
の対処法

22

波形が小さい

Ｔ波形が大き
い

75

0

150

正しい

波形が
認識で
きない

ダブル
カウント

装着後は必ず

モニタの

心電図波形と

心拍数を

確認して下さい。

23

ひとり用のベッドサイドモニタの場合
誘導と感度の設定変更で対応しま
す。

ベッドサイドモニタ以外の場合は
誘導選択が出来ませんので

電極の貼る位置を
変えてみてください

24

通常 貼付場所変更

※送信機ではベッドサイドモニタのように
誘導選択が出来ません
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送信機の裏に
下記のようなマークがある場合

25

誘導選択はできませんの
で、電極の貼る位置をかえ
て対応すると覚えておきま
しょう。

26

ベッドサイドモニタの場合
（※機種により多少の差異があります）

誘導変更

①HRの数値を
タッチする
→設定項目が

表示されます。

②変更したい誘導をタッチします。

※基本画面に戻る場合は
ボタンを押すホーム

①

②

②変更したい感度にタッチします。

通常感度は「１」に設定されていますが、波形が小さいと
きは「２」、波形が大きすぎるときは「1/2」に設定します。

②

感度変更

27

こんな波形が出たらどう対応しますか？

発汗による基線のゆれが考えられます。

汗を拭き、新しい電極と交換しましょう。

筋電図によるノイズが考えられます。

筋肉の少ないところに電極を貼りかえましょう。

電極を交換する際は
貼る位置をずらして貼りなおしましょう。

☆高齢者の場合、電極を剥がすとき表皮も一緒にめく
れてしまうこともあるので、やさしく剥がしてください。

28

この電極は皮膚に強く貼られるため、長時間貼り付けたままにして
おくと、電極接触部に発赤、かぶれなどが現れることがあります。そ
れ以降に継続して使用する場合は、新しい電極に取替え、なるべく

前回の装着部位からずらして貼り直してください。

ビトロード、添付文書より

心電図の基本波形
について

理解しましょう

29

P

Q

R

S

T

P

Q

R

S

T

 心電図は心臓が動くときに生じる
電位の変化を体表から記録した
ものです。

 心臓が１回収縮すると図のような波形が現れます。

 心臓が全身に血液を送り届けるためには、

心臓が一定のリズムで収縮しなければなりません

30
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 心臓には、電気信号による刺激によって、

一定のリズムで心筋が収縮するように指令を出す

伝達回路（刺激伝導系）があります。

31 32

ハート先生の心電図教室参照

①洞結節から電気刺激（興奮）が

規則正しく発生します。

②電気刺激は

右心房と左心房の

③心房内伝導路

に伝わり

33ハート先生の心電図教室参照

⑤次に電気刺激は
房室結節、ヒス
束を伝導し

④心房筋が収縮
するとP波が形
成されます。

P波

⑥左右の脚に

伝わります。

P波

P波

⑦脚からプルキンエ
線維を伝わり

34

⑧心室筋まで
電気刺激が
伝わると

P波

⑨心室が収縮し

QRS波が形成

されます。

P波

QRS波

P波

QRS波

⑩収縮した心臓が
元に戻るときにＴ
波が形成されま
す。

P波

QRS波

T波

35

ここまでのまとめです

心電図をあらわす3つの山

36

 Ｐ波は心房の収縮

 QRS波は心室が収縮

 Ｔ波は心室の興奮のさめてい
く過程

P

Q

R

S

T

 正常な心電図波形は３つの山で構成されています。

 P波、QRS波、T波からなります。
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37

※さてここからいろいろな心電図の波形のはなしになりますが
いつもと同様にざっくりと覚えられるようにお伝えしますので

全ての心電図に当てはまるとは限りません

異常な心電図の
発見のカギは？

38

P

Q

R

S

T

 異常な心電図の発見の

カギとなるのは、正常な波形

ではないことに気づけるか

どうかです。

39

まずは異常を発見する前に
正常な心電図波形について

ざっくり簡単に
正常心電図について

40

 心電図のP波-QRS波-T波が規則正しく現われ、

一定のリズムで繰り返されているのが

正常心電図です。

41

簡単に正常心電図波形
 その１ P波とQRS波が１：１

 その２ PQ間隔が長すぎない⇒1マス以内（200ms）

PQ間隔は各心拍で一定

☆PQ間隔は心房の興奮開始から心室の興奮開始までの時間で、心房・心室
間（房室結節）の伝導能力を反映します。

一定 一定

42

簡単に正常心電図波形
 その３ R-R間隔はそれぞれ等間隔

 その４ 遅いかはやいか？

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q
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43

ここまでのまとめです

44

正常なモニタ心電図を判読するためのポイント

①P波とQRS波が１：１？か確認しましょう

②PQ間隔は長すぎないか？

またその間隔は心拍ごとに一定？かを確認しましょう

③R-R間隔は等間隔？か確認しましょう

④心拍数は？

6マス以上だと50回/分⇒遅い

3マス以下だと100回/分⇒速いと覚えておきましょう

⑤STの変化

モニタ心電図か
ら得られる情報

⇒不整脈

45

P

Q

R

S

T

 不整脈の原因となる箇所は５か
所あります。

 どのようなものがあるでしょう
か？

46

洞結節が原因の不整脈

心房が原因の不整脈

房室結節が原因の不整脈

心室が原因の不整脈

上記２つ以上が原因の不整脈

不整脈の原因は大きく分けて「５つ」あります。

洞結節が
原因の不整脈

47

P

Q

R

S

T

 洞不全症候群

（sick sinus syndrome：SSS）

 洞性頻脈

48

洞不全症候群の分類には

「ルーベンシュタイン分類」

１型 洞性徐脈 (sinus bradycardia)

２型 洞停止 (sinus arrest)

または洞房ブロック (sinoatrial block)

３型 徐脈頻脈症候群

(bradycardia-tachycardia syndrome)
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洞性徐脈

洞結節の電気刺激が単に遅く発せられる

（心拍数５０回/分未満）ことによって生じる徐脈です。

49

P

QRS

P

QRS

P

QRS

P

QRS

50

P

QRS

P

QRS

P

QRS

P

QRS

①P波とQRS波は１：１ 〇

②PQ間隔は長すぎず一定 〇

③R-R間隔は等間隔 〇

④心拍数は（50～100回/分） ×

⇒6マス以上なので1分間に50回以下

洞性徐脈の心電図の特徴

6マス以上

洞性徐脈を発見したら？
自覚症状がない場合は経過観察となります。

徐脈のみの場合の報告例

「脈拍は40回で洞性徐脈です。症状はありません。」

51

洞停止
洞結節からの刺激が突然休む状態です。

52

53

6マス以上 6マス以上

洞停止の心電図の特徴

①P波とQRS波は１：１ 〇

②PQ間隔は長すぎず一定 〇

③R-R間隔は等間隔 ×

④心拍数は（50～100回/分）

⇒6マス以上なので1分間に50回以下

何といっても洞結節が一時的に活動を停止するため

P波が突然でなくなります。

洞停止を発見したら？
自覚症状の有無を確認します。脳虚血による失神、

眼前暗黒感などの症状が洞停止によるものかを

判断し、医師に報告してください。

54
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洞停止 報告は？
症状がある場合の報告例

「○○さんが突然眼前暗黒感を訴えました。

ベッドサイドへに見に行きましたが、バイタルサイン

に異常はありませんでした。しかし、モニタ心電図で

は洞停止が4.5秒見られ、すぐに戻って

いますが、症状発現時と同じ時刻でした。」

55

徐脈頻脈症候群
上室性からの頻拍性不整脈（心房細動等）の停止後に、

洞結節からの電気刺激が高度に遅延する状態です。

56

約 2.7秒
P

QRS

57

約 2.7秒
P

QRS

徐脈頻脈症候群の心電図の特徴

頻脈が停止したとおもったら徐脈になる

①P波とQRS波は１：１のところもあれば、１：１でないところもある ×

②PQ間隔は長すぎませんが一定ではありません ×

③R-R間隔は等間隔 ×

④心拍数は×

⇒はやいところ（3マス以下） と 遅いところ（6マス以上）がある

3マス以下

6マス以上
徐脈頻脈症候群を発見したら？

自覚症状の有無を確認し、洞停止と同様の対応を
してください。

報告例は洞停止を参考にしてください。

58

約 2.7秒
P

QRS

洞性頻脈
洞結節の電気刺激が単にはやく発せられる（心拍数

１００回/分以上）ことによって生じる頻脈を

「洞性頻脈」といいます。

59 60

洞性頻脈の心電図の特徴

3マス以下

①P波とQRS波は１：１ 〇

②PQ間隔は長すぎず一定 〇

③R-R間隔は等間隔 〇

④心拍数は（50～100回/分） ×

⇒3マス以内なので1分間に100回以上
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61

ここまでのまとめです

62

約 4.5秒

ただ遅いだけ

たまにのびる

頻脈が停止し
たとおもったら

徐脈になる

洞性頻脈
ただ速いだけ

１型 洞性徐脈

２型 洞停止

３型

徐脈頻脈症候群

洞不全症候群

洞結節が原因の不整脈

心房が原因の
不整脈

63

P

Q

R

S

T

 心房期外収縮

 発作性上室性頻拍

 心房細動

 心房粗動

心房性期外収縮
（premature atrial contraction；PAC ）

心房での異所性興奮が本来の洞結節からの電気的

興奮よりも早いタイミングで出現する不整脈です。

64

心電図波形提供：日本光電工業株式会社

発作性上室（性）頻拍
（paroxysmal supraventricular tachycardia；PSVT）

発作性上室性頻拍は

発作的に発症する脈の速くなる不整脈で「上室」つまり

「心房側」に何らかしらの原因が存在します。

65

発作性上室（性）頻拍
（paroxysmal supraventricular tachycardia；PSVT）

発作性上室性頻拍の原因は以下の3点が考えられます。

①心房での異所性興奮が本来の洞結節からの

電気的興奮よりも早く出てしまう。

66

早く出る

洞結節
よりも
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発作性上室（性）頻拍
（paroxysmal supraventricular tachycardia；PSVT）

②正常な電気刺激の通り道以外に別の通り道が存在し、

その回路を電気刺激が通ることで

脈が速くなってしまう。

67

発作性上室（性）頻拍
（paroxysmal supraventricular tachycardia；PSVT）

③正常な電気刺激の通り道以外に、Kent束といわれる

副伝導路がある場合、房室結節・心房・心室を含んだ

大きな旋回経路が形成されて

その回路を電気刺激が通ることで

脈が速くなってしまう。

68

発作性上室（性）頻拍
（paroxysmal supraventricular tachycardia；PSVT）

69

①心房での異所性興奮が本来の洞結節からの電気
的興奮よりも早く出てしまう。

②正常な電気刺激の通り道以外に別の通り道が存在

し、その回路を電気刺激が通ることで脈が速くなって
しまう。

70

①正常な形のQRS波が突然はやくなり、突然停止
します

②R-R間隔は等間隔に近い

③P波はみつけらないことが多い

④心房期外収縮をきっかけになることが多い

発作性上室性頻拍の心電図の特徴

3マス以下

発作性上室（性）頻拍を発見したら？

血圧低下、冷汗、意識がもうろうとしている場合やバイ

タルサインに問題がある場合は緊急に医師への連絡

が必要です。

血圧が保たれている場合は、12誘導心電図を記録する

様に準備し、慌てず医師に連絡をしましょう。

71

発作性上室（性）頻拍 報告は？

血圧が保たれている場合の報告例

「○○さんに頻拍発作が出ています。意識はクリア、脈
拍は150で3分以上持続していますが、血圧は100/80で
保たれています。」

血圧低下を認める場合の報告例

「○○さんに頻拍発作が出ています。意識はクリア、脈
拍は200で持続しています。血圧は80で冷汗が見られま
す。」

72
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心房細動（atrial fibrillation；AF）

心房細動は、洞結節からの正規な伝わり方の電気刺

激ではなく、心房内や心房周囲の多数の領域から刺

激が誘発されます。

その誘発されて生じた心房興奮は調整が

とれてなく無秩序であるため、心房の壁は

うまく収縮できずに細かく震えている状態になります。

この心房の震えは１分間に400～600回ほどになります。

73

心房細動（atrial fibrillation；AF）
この400～600回/分の興奮がそのまま心室に伝わって

しまった場合、大変なことになってしまいます。

心房での興奮をそのまま直に

伝えるのではなく房室結節が

興奮を通すフィルターの

役目をし、心室に伝わる

脈拍数を制御しています。

74

75

①P波がなく、基線が揺れているような波(ｆ波といいます)

があり。

②R-R間隔はばらばらです。

頻脈であることが多いのですが、慢性心房細動では徐脈
もみられます。

心房細動の心電図の特徴

R-R間隔ばらばら

①P波とQRS波は１：１ ×

②PQ間隔は長すぎず一定 ×

③R-R間隔は等間隔 ×

④心拍数は（50～100回/分）
×ばらばら

慢性的な心房細動の注意点は？

心房細動で頻脈が持続すると、徐々に心機能の

悪化を来たし心不全の増悪に繋がります。また脳

梗塞のリスクも上昇します。

徐脈にも注意が必要です。そもそも心房細動は

心房の障害で起こるため、洞不全症候群を

合併し失神などを生じる恐れもあります。

76

心房粗動（atrial flutter；AFL）
心房粗動は、心房のなかを興奮が旋回する不整脈です。

具体的には右心房内（三尖弁の周囲）を

１分間に350～600 回ほどの興奮が

規則的にぐるぐる回ります。

77 78

①なんといってもこの「のこぎり状」の波形です。

⇒心房の興奮1周を表しています。

このぎざぎざを粗動波（もしくは鋸歯波 キョシジョウハ）と
いいます。

②R-R間隔は等間隔の場合が多いのですが、

伝導比の変化により等間隔にならないこともあります。

心房粗動の心電図の特徴

①P波とQRS波は１：１ ×

②PQ間隔は長すぎず一定 ×

③R-R間隔は等間隔 〇？or ×？

④心拍数は（50～100回/分） はやめ？



14

79

・心房細動と同様に、房室結節のフィルターにより

心房興奮の全ては心室に伝導されません。

・房室結節に入る信号の何回に１回を心室に伝える

かを伝導比といいます（例えば２：１や３：１、あるいは４：１）。

・心房興奮が頻繁に心室側に伝導された場合には高度

な頻拍となります。

１ ２ ３ １ ２ ３

３：１

心房粗動の心電図の特徴

心房粗動 発見したらどうする？

心房粗動は器質的心疾患がなければ血行動態

が安定していることが多いです。

ただし、伝導比が１：１となると血行動態が破綻する

ことが多いため、急を要します。

80

81

ここまでのまとめです

82

1拍だけうっかり早めにでちゃう
心房期外収縮

心房組織が突然、
頻回に興奮する
発作性上室性頻拍

心房の壁がうまく収縮できずに
細かく震えている状態の
心房細動

右心房内（三尖弁の周囲）を興奮が
規則的にぐるぐる回る
心房粗動

心房が原因の不整脈には

83

それぞれの心電図の特徴

心房期外収縮は前後の波形と同様の
QRS波で少し早めに出るだけ

発作性上室性頻拍は
R-R間隔は等間隔に近く
P波はみつけらない
QRS波は頻拍前後で同じ形

心房細動はP波なし、
基線が揺れている感じで
R-R間隔バラバラ

心房粗動はのこぎり型のギザギザ波形

房室結節が
原因の
不整脈

84

P

Q

R

S

T

 房室ブロック

 房室ブロックは脈が遅く

なる不整脈の一種です。

 房室結節の働きが

悪くなり、心房の興奮が

心室まで十分に

伝わらない状態で、

程度により

１度～３度に分類されます。
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１度房室ブロック
心房から心室への伝導は

悪いが心室には1：1で

興奮は伝わって

いる状態です。

心電図ではPQ間隔が200ms以上と

長くなります。

ただしQRS波が欠けることはありません。

85

P P

QR
S

QR
S

２度房室ブロック
心房から心室への伝導がときどき途絶えて、

一過性の徐脈になる状態です。

２度房室ブロックは更に２つの型に分類されます。

86

２度房室ブロック
伝導時間（PQ間隔）が徐々に延長し、最後にQRS波が欠ける

ウェンケバッハ型

伝導時間（PQ間隔）は一定しているが、突然QRS波が欠ける

モービッツⅡ型の2つになります。

87

QRS波なし QRS波なし

P P P P P P

QRS QRS QRS

P PPP P

QRS波なし

３度房室ブロック
洞結節からの電気刺激が心室まで全く伝わらず、心房

と心室の伝導が完全に遮断された状態です。

心房と心室は独立して動くようになってしまいます。

88

P

QR
S

P

QR
S

P

QR
S

P P P

房室ブロックを引き起こす原因

①心筋梗塞

②心筋症

③心筋炎

89

④薬剤性

⑤迷走神経過緊張

⑥内分泌疾患

⑦電解質異常 など

どんな状態？
・注意しなければいけない症状は、徐脈による血行動態の

悪化、一過性の心停止による脳虚血です。眩暈、眼前暗黒感、

失神、けいれんが出現する可能性があります（アダムス・

ストークス症候群）。

・著明な徐脈の場合、代償性に1回拍出量が

増加するため、収縮期高血圧、脈圧の増大

が現れます。

90
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どんな治療を行うの？
・失神発作や眩暈などの症状があれば、

まずアトロピン硫酸塩水和物（アトロピン

硫酸塩）、非選択式β受容体刺激薬（イソ

プレナリン塩酸塩）を使用します。

・心房の興奮が2回以上連続で心室に伝導

しない２度房室ブロックと３度房室ブロックは

原則として一時的ペースメーカを挿入し、

根治療法として永久的ペースメーカ植込み

術を考慮することがあります。

91

徐脈の治療薬のゴロ

「イソップのあとだじょ」

イソップ⇒ イソプレナリン

あと⇒アトロピン

だじょ⇒ 徐脈

房室ブロックを発見したらどう対応する？

症状がない場合

「〇〇さんがⅡ度房室ブロックになっています。

最長RR間隔は約2秒です。意識レベルは問題なく、

ふらつきやめまいもありません。」

症状がある場合

「○○さんが3度房室ブロックです。脈拍は1分間に25

回で、仰臥位でも強いめまいを訴えています。」

92

93

ここまでのまとめです

１度房室ブロック 心房から心室への伝導に時間がかかる

94

房室ブロックは程度により3つに分類されます

①心房から心室への伝導が徐々にのび、伝わらなくなる⇒ウェンケバッハ型 と

②突然つながらなくなる⇒モービッツⅡ型

２度房室ブロック 心房から心室への伝導が正常な時もあれば、心室へ伝わらないこともある

３度房室ブロック 心房から心室への伝導は
完全に伝わらず
心房と心室は独立して動いてる

モービッツⅡ型と３度房室ブロックは高度な徐脈となりやすいため注意が必要です！

一時ペーシングの
心電図の見方

95

 房室ブロックでふらつきや失神などの

症状がある場合は、一時ペーシングが

必要な場合があります。

 一時ペースメーカは一時的な徐脈や

永久的ペースメーカが植え込まれるま

での間の緊急処置として、体外から行

われる一時的なペーシングを行う

ペースメーカです。

一時的ペースメーカのモード
VVIモードが一般的です。

心室でペーシングし

心室の自己心拍（自己QRS波）を感知し

自己心拍を感知した場合は、ペーシングをしない

（抑制する）というシンプルなモードです。

右心室にリード（このリードで刺激・感知兼用）を1本留
置します。

96
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一時的ペースメーカ（VVI）の
心電図の確認ポイント

・一時的ペースメーカがうまく働かないと、ペーシング

不全とセンシング不全が起こります。

・ペーシング不全は刺激する機能の異常を

・センシング不全は自己波(QRS波)を監視する機能の

異常のことです

センシング不全には「アンダーセンシング」 と

「オーバーセンシング」があります

97

ペーシング不全とは？
きちんと電気刺激（ペーシング波）が出ているのに

心臓の興奮が生じない状態をいいます。

刺激のタイミングは正確ですが、その後に心筋が反応しな
いため、心拍数がペースメーカの設定したレートより遅くな
ります。

98

正確なタイミングでペーシ
ング波は出ていますが、
R波は出ていません。

ペーシング不全とは？
原因

・リードの位置ズレ

・リードトラブル（断線）

・心筋を興奮させるのに十分な電気量の不足

⇒電気量が不足してしまう原因

抗不整脈系の薬剤の使用

電解質異常（高K血症、低Ca血症 等）

心筋梗塞、うっ血性心不全、心筋の炎症

99

ペーシング不全の対処法ですが

まず出力を上げてみましょう。

出力を上げた結果、しゃっくりのような症状が出た場合、

ペースメーカーの刺激が横隔膜を刺激している可能性
があります。

心筋を刺激するための電気が横隔膜を刺激することで、

横隔膜の痙攣を引き起こすとされています。

このような症状が出たときは主治医に報告してください。

100

ペーシング不全の対処法
リードの位置がずれている場合は

出力を上げるだけでは対処できま

せん。

出力を上げてみてもペーシング不全がみられる場合、

主治医に報告してください。

その際、経皮ペーシングができるように準備をしておくと

よいかもしれません。

101

センシング不全とは？

102

センシング不全には
感知しなくなる

アンダーセンシング と
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センシング不全とは？

103

センシング不全には
過剰に感知してしまう
オーバーセンシングの

2種類があります。

アンダーセンシングとは？
・自己波をペースメーカが感知できない状態をいいます。

104

アンダーセンシングとは？
・自己波を感知することができないため

105

アンダーセンシングとは？
自己波とは無関係に、設定されたレートでペーシング

をしてしまいます。

106

ペース ペース ペース ペース ペースペース ペース

アンダーセンシングとは？

・自己波があってもペーシングが抑制されないため、

患者さまは動悸などを訴える場合があります。

107

見えて
いない

見えて
いない

見えて
いない

アンダーセンシングの原因と対策は？

原因

・自己波の大きさが不十分

・自己波を感知しにくい

設定になっていることが考えられます

・リードトラブル

対処法

自己波を感知しやすいようにセンシング感度を調節します。

108

感度の数字を
下げてみてください
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アンダーセンシングの恐ろしい点

自己波を感知せず、設定されたレートでT波の

上にペーシングしてしまった場合、スパイクon T

から心室細動を引き起こす危険があります。

109

オーバーセンシング？

本来感知してはならない信号を感知することにより

自己波と誤認識してしまい、その間ペーシングが

行われない状態です。

110

オーバーセンシングとは？
ペーシングが入るべき所にペーシングが入りませんので

心拍数が設定したペースメーカのレートより遅くなって

しまいます。

111

オーバーセンシングとは？

ペーシングが入るべきタイミングで入らなかったり、

ペーシングのタイミングがおかしかったりする場合には

オーバーセンシングの可能性があります。

112

オーバーセンシングの原因と対策

113

原因

・自己波を異常に感知しやすい感度設定になっている。

・ペースメーカが筋電位や周辺機器（電気メス、低周波

治療器、溶接機、変電設備等）のノイズを感知してしまう。

・リードトラブル

対策

自己波以外を感知しないようセンシング感度を調節します。

感度の数字を
上げてみてください

114

ここまでのまとめです
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115

一時的ペースメーカ（VVI）の心電図の確認方法です

①設定レートでペーシングしていますか？

②ペーシング波の後に、心臓の興奮は生じていますか？

⇒ないようならペーシング不全の可能性があります。

116

一時的ペースメーカ（VVI）の心電図の確認方法

③自己波の直後にペーシング波はありませんか？

⇒あるようならアンダーセンシングの可能性があります。

117

一時的ペースメーカ（VVI）の心電図の確認方法

④自己波がないのに、

ペーシング間隔が長くなっていませんか？

⇒長くなっているようなら

オーバーセンシングの可能性があります。

118

せっかくなので
徐脈・頻脈時に必要なものを

まとめてみました

119

徐脈・頻脈時に必要なもののまとめ

「徐脈の時に用意したほうがよいもの」

・アトロピン硫酸塩

・イソプレナリン塩酸塩

・ドパミン

・経皮ペーシング

・一時的ペースメーカ

「頻脈の時に用意したほうがよいもの」

・カルシウム拮抗薬

・アデノシン

・β遮断薬

・同期化カルディオバージョン（DC）

以上になります。

ご視聴ありがとうございました。
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