
モーニングセミナー（2013/10/24） 
～虚血性心疾患と心電図変化～ 



一言に言うと心臓の電気信号の流れ 
上図のように心臓には 
 ①同結節・・・心臓を動かす発電所 
  が電気を発生させ、 
 ①→②の間を電気が流れ 
  心房が収縮します。そして 
 ②房室結節・・・中継点 
  を伝って 
 ③心室に電気が流れて 
  心室が収縮する。 
この一連の流れが心臓の一拍です。 
そして一拍を電気的に波形化したものが 
心電図 

① 

② 

③ 

心電図： 
1887年、英国生理学者Wallerが毛細管電位計を使用して 
拍動する心臓の電気現象を初めて体表面から記録し、 
心電図（electrocardiogram）と命名した。 



□正常心電図波形は３つの主要波形から構成される 
 
①P波、②QRS波、③T波 
 
P波：心房筋の興奮（脱分極） 
QRS波：心室筋の興奮（脱分極） 
T波：心室筋の興奮からの回復（再分極） 
 
□正常ではP波、QRS波、T波ともに陽性（上向き）である 
 （aVR誘導以外の誘導） 

J点：QRS波とST部分の繋ぎ目 

幅・時間(秒） 

P波 ＜0.12 

PR時間 0.14-0.20 

QRS波 0.08-0.10 

QT時間(QTc) 0.32-0.44 



Ⅰ誘導：左室の側壁を見る誘導 
Ⅱ誘導：心臓を心尖部からみる誘導 
（四肢誘導で、波形が最も明瞭に描かれる） 
Ⅲ誘導：右室側壁と左室下壁を見る誘導 
aVR：右肩から心臓を見る誘導で、逆転した 
波形が見られる 
aVL：左肩から心臓を見る誘導 
aVF：心臓をほぼ真下から見る誘導 

V1：主に右室側から心臓を見る誘導 
V2：右室と左室前壁側から心臓を見る誘導 
V3：心室中隔と左室前壁から心臓を見る 
   誘導 
V4：心室中隔と左室前壁方向を見る誘導 
V5：左室前壁と側壁を見る誘導 
V6：左室側壁を見る誘導 



刺激伝導系（specialized conduction system） 

□心筋は自動的・周期的に興奮する 
（自動能：ペースメーカー） 
通常、洞結節が最上位の一次中枢 
房室結節を二次中枢、プルキンエ繊維を三次中枢と
いう 
 
□補充収縮（escape beat） 
上位からの刺激が伝わってこない場合に上位中枢
に代わり興奮伝導を司る 
発生部位により房室接合部性補充収縮と心室性補
充収縮に分けられる。 
房室結節：40-50拍/分、プルキンエ繊維：20-40拍/
分 
 
□ヒス側、左右脚、プルキンエ繊維の刺激伝導速度
は心房筋や心室筋に比較して4倍程度早い 



※この部位の血流は二重支配
であり、障害されにくい。 
障害された場合、その障害範
囲が広範囲で重篤であることを
示唆する。 

刺激伝導系 冠動脈 

洞結節 右冠動脈→洞結節枝 

房室結節 約90%は右冠動脈→房室結節枝 
約10%は左回旋枝→房室結節枝 

ヒス束・脚中枢※ 右冠動脈→房室結節枝 
左前下行枝→第一中隔枝 

右脚と左脚近位部（前枝） 左前下行枝→中隔枝 

左脚遠位部（後枝）※ 左前下行枝→中隔枝 
右冠動脈→後下行枝 

刺激伝導系と血流支配 



□横軸：心電図の紙送り速度は25mm/秒 
 
□記録紙の細い線の間隔（1mm）は0.04秒、太い線の間隔（5mm）は0.20秒 
 
□縦軸：記録電位の大きさ10mmが1.0mV（通常設定） 
 
□心拍数は60／RR間隔（mm）×0.04（秒）で求めることができる 



         

正常心電図 
□Ⅰ, Ⅱ, ⅢのP波はすべて上向き 
 Ⅰで下向き→電極の左右付け間違い、右胸心 
 Ⅱ, Ⅲ, aVFで下向き→異所性心房調律 

□ Ⅰ, Ⅱ, ⅢのQRSもすべて上向き（Ⅰ+Ⅲ=Ⅱ） 

□T波・・・aVRでは常に陰性 
Ⅲでは時々、Ⅱでは時に陰性化 
V1-3でも時々陰性（女性では特にV3まで） 

□V1-3のR波増高→移行帯の位置はV3前後 

□Ⅰ, V5-6のQRS-T波形はほぼ同一（相似形） 



●非虚血性心血管疾患 
  大動脈解離、心筋炎、心膜炎 
 
●胸壁 
  頸椎椎間板疾患、肋軟骨炎、結合組織炎、ヘルペス、神経痛 
  肋骨骨折、胸鎖関節炎 
 
●呼吸器疾患 
  胸膜炎、肺炎、肺塞栓症、気胸 
 
●精神疾患 
  うつ病、不安神経症、過換気症候群、パニック症候群、妄想性障害 
 
●消化器疾患 
  胆道疾患（胆管炎、胆嚢炎、総胆管結石） 
  食道疾患（食道炎、食道痙攣、逆流性食道炎、食道破裂） 
  膵臓疾患 
  消化性潰瘍 

胸痛患者の虚血性心疾患との鑑別疾患 
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狭心症 
一時的に酸素不足に陥り胸痛が起きる 

心筋梗塞 
血管が完全につまって酸素が行き届かず、 
心筋の細胞の一部が壊死する 

梗塞（壊死）した部分 

酸素 

血管壁 

血液 

虚血性心疾患（冠動脈疾患）とは 

粥状動脈硬化 
（プラーク） 





①冠動脈の異常 

②心筋の酸素消費量の増加 

心筋の酸素消費量 

供給 需要 

運動 

ストレス 

冠スパズム 

動脈硬化 

心筋虚血の原因 
器質的な異常 
（動脈硬化） 

機能的な異常 
（冠攣縮：スパズム） 

突然出現する 
冠動脈平滑筋の 
異常な収縮 
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① 発症様式 
 による分類 

② 発症機序 
 による分類 

冠攣縮（スパズム）の関与 

冠動脈狭窄の関与 

安静狭心症 労作性狭心症 安静兼労作性狭心症 

器質性狭心症 混合型狭心症 冠攣縮性狭心症 

狭心症の発症メカニズム 

③ 臨床経過 
 による分類 

安定狭心症 不安定狭心症 （心筋梗塞） 

症状が重症化し、 
心筋梗塞へ移行しやすい 

日常動作中または
その直後に起こる 

睡眠時や早朝など 
安静時に起こる 

急性冠症候群 
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心電図の特長 

Q波心筋梗塞 
（Q波心筋梗塞の方が一般的） 

 一過性のST低下 

 （一過性のST上昇：異型狭心症） 

 ST上昇 

 異常Q波 

 T波の変化 

非Q波心筋梗塞 
（心筋壊死の領域が小さい場合など） 

冠動脈が閉塞せずに虚血が生じるとSTが低下するが、 
何らかの原因により冠動脈が完全閉塞すると  
STが上昇する。 

あり 

なし 

R 

PQ間隔 

P Q S 

ST部分 

T 

狭心症 

心筋梗塞 



狭心症 







・狭心症による心筋虚血の主な心電図変化はST変化である。 
・ ST低下は狭心症発作時のみ認めることが多い。 
・ ST変化以外ではT波陰性化と陰性U波がある。 
 
・強い心筋虚血発作が遷延しなければ心電図所見は正常化するので、 
・非発作時の安静心電図で狭心症を否定することはできない。 
 （病歴、冠危険因子の評価が重要） 

ST低下のパターン 

※STパターンからみる心筋虚血の程度は①→②→③の順で強くなる 



・心筋虚血の重症度はST低下の程度とSTパターンで評価する。 
・ ST低下の計測はJ点から0.06-0.08秒後で測定する。 
・J点でのSTは正常でも若干低下していることが多く、J点で測定すると 
 疑陽性が多くなる。 

ST低下の評価 



運動負荷心電図と心筋虚血の判定 
・安静時には正常にみえる狭心症患者の心電図が、負荷試験により心筋虚血  
 を誘発することができれば狭心症発作時の心電図として記録できる。 
 
・陽性ならば冠動脈狭窄の可能性が高い（陰性でも狭窄の診断は否定できない）。 
・高度な冠動脈狭窄が存在しないと診断できないことが欠点。 
・判定基準：基線から1.0mm（0.1mV）以上のST低下を陽性とする。 
・負荷前から既にST低下が認められる場合には、負荷前と比較してさらに1mmの 
  ST低下が出現すれば陽性。 
・1mm以上のST低下が認められても必ずしも心筋虚血があるとは限らない。 

1.左室肥大  高血圧、肥大型心筋症、大動脈弁狭窄 
2.伝導障害  脚ブロック、WPW症候群、ペースメーカー 
3.薬剤     ジギタリス、利尿薬、抗不整脈薬 
4.正常     特に中年女性 
5.自律神経  心臓神経症、過呼吸 
6.原因不明  Syndrome X（small vessel disease） 

※運動負荷心電図で疑陽性がでやすい状況 





Double M負荷陽性：65歳女性 

安静時 直後 5分後 10分後 13分後 



急性心筋梗塞 



冠動脈が閉塞することで生じる心筋壊死で、強い心筋虚血が15-30分持続すると 
心筋壊死に陥る。 
冠動脈閉塞が持続すると心筋壊死は次第に心外膜に波及し、貫壁性梗塞となる。 

急性心筋梗塞の特徴的な心電図変化は三徴と呼ばれ、 
①異常Q波 
②ST上昇 
③冠性T波 
である。 





心電図特徴の経時的変化 

～数時間 ～数日間 ～数週間 ～数ヶ月 

異常Q波 ± ＋ ＋ ＋ 

ST上昇 ＋ ＋ － － 

冠性T波 － ＋ ± － 



ST上昇 

・ST上昇のパターンは二つで、下に凸のST上昇と上に凸のST上昇。 
・1mm以上のST上昇を二つ以上の誘導で認めれば異常と判断。 
・二つ以上の誘導とは解剖学的に隣り合う誘導の事を意味する。 

1.心筋の貫壁性虚血（急性心筋梗塞、強い冠攣縮） 
2.急性心膜炎（急性心膜心筋炎） 
3.心室瘤 
4.正常（早期再分極） 
5.左室肥大 
6.脚ブロック 

※心電図でST上昇を示す主な疾患 







60歳男性, 責任病変：LMT（主幹部） 



40歳男性, 責任病変：LAD#6（左前下行枝） 



50歳男性, 責任病変：LAD#6（左前下行枝） 



52歳男性, 責任病変：RCA#1（右冠動脈） 



82歳男性, 責任病変：RCA#2（右冠動脈） 



70歳男性, 責任病変：LAD#9（対角枝) 

？ 



75歳女性, 責任病変：LCX#13（左回旋枝） 



40歳男性, 責任病変：LCX#13（左回旋枝）  

？ 



胸痛 ECG ST変化 

ST↑ 対側性ST低下 
R波減高 
異常Q波 心筋梗塞急性期 

ST↓ 

異型狭心症 

aVR以外のST↑ 心膜炎 

高位後壁梗塞 

狭心症 

V2, V3 R/S＞1 

T波増高 
R波減高 
異常Q波 

心筋梗塞急性期 

T波陰転 
R波減高 
異常Q波 

心筋梗塞超急性期 

心筋梗塞亜急性期 

心内膜下梗塞 

SⅠ QⅢ+STV4R↓ 肺塞栓 

大動脈解離 

その他 



最後に・・・・ 
 
・以前記録した波形と比較すること 
（病院内の心電計を電子カルテ対応にしてください） 
・症状（問診）、採血（H-FABP, トロポニンT）や心エコー
検査などでも評価すること 
 
が大切です。 


