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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った。心電図検査総件数のうちコンビ＝一タによる処

　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　理件数は1977年の米国で10％前後4），日本で1～2

　今日の心電図検査はW．Einthovenの弦線検流計　　％5）とされており・現在では一段と増加の傾向にある

による心臓の活動電流の記録（1903年）にはじまる。　　と推定される。また米国では最近，電話回線を利用し

現在のような電子装置による増幅手段炉なかった当時，　て心電図の大量処理を行う電話診断サービスが登場し，

微弱な心電図を記録し得たのは10”10Aという超高感　　経済的な採鱗［性を追求した商業化の段階にまで発展し

度の検流計の開発セとあらた1）。それ以来，心電図検査　　てきている。

は循環器領域における主要な検査手段として最も広く　　　医学分野におけるコンピュータ利用の本質的な目的

利用されるものの1つとなっている。　　　　　　　　　は，病院事務部門のシステム化や病歴管理，あるいは

　一方，電子部品のみから構成された計寡機，ENI一　　検査部門のEDPS化（electric　data　processing

AC（ペソシルバニア大開発）が誕生2）してからすで　　system）にみられるような医療情報の収集，整理，

に36年が経過しており，今日のコソピュータはマイク　　蓄積に終わるものでなく，その医療データベースをも

ロコソピュータの普及にもみられるように，IC（集積　　とにした新らしい診断論理展開への試みにあると思わ

圓路）技術をはじめとするエレクトロニクス分野にお　　れる。その点心電図自動解析（診断）システムは，診

ける急速な技術革新によって，第5世代コンピュータ　　断論理のコンピュータ化に成功した唯一の実用例であ

と呼ばれるまでに成長した。情報の膨大な蓄積力，高　　るといってよい。一方，現在の各システムは実用の段

速な処理力と高い信頼度を有するコソピュータが，医　　階に達しているとはいえ，技術の未完成によるあやま

学の分野にも導入されるようになったのは当然の方向　　りもあり，また診断という医療行為の責任の所在から

であろう。心電図の解析用としてコンピュータが利用　　も再チェックの目的で，コソピュータ出力には必ず医

されはじめたのは20年以上前にさかのぼるが3），医学　　師が目を通し（overreading），追加・修正（editing）

分野へのコンピュータ導入としては早い時期に相当す　　を行い，その上で正式な診断をするという利用体系が

る。それらはまつ心電図波形の自動計測に主眼が置か　　慣習となっている。このような観点からすればコソピ

れ，初期の研究室レベルでの実験的開発の段階から，　　ユ　一一タが行う心電図の判読・判定という一連の処理を，

病院における臨床的試験段階を順次経て，今日の心電　　心電図自動診断と呼ぶにはいささか抵抗があり，少々

図自動解析（診断）といわれる実用化の段階にまで到　　言い過ぎの感もある。がしかし，医師が行う最終診断
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安静時心電図の自動診断

に対し，説明（interPretation）を与え部分的に補助　　　こうした心電図自動診断の実用的評価が高まるにつ

するという意味合いをもった機械による診断と広義的　　れこの分野における企業の進出を惹起し，より精度の

に解釈し，以後ここでは廟動診断という言葉を使用す　　高い診断プログラムおよびシステムの開発を日的とし

る。最近，信州大学附属病院中央検査部は心電図自動　　た企業一研究者群の共同開発体制が生まれた。さらに

診断システムを導入し，心電図のルーチン検査に利用　　その商業的価値が高まるにつれ，この動きは拡大し，

しはじめた。著者もそれを使用し検討する機会が得ら　　企業独自の開発体制による心電図自動診断システムの

れ，不十分な使用経験ではあるが心電図自動診断につ　　実用化をめざした動きに変わってきた。たとえば，コ

いて整理する意味から，ME的立場より自動診断シス　　ソピュータ業界最大のIBM社は，1964年頃よりL・

テムの概要と現況についてまとめてみた。　　　　　　　PordyやR．Smithらと共同で診断プPグラムの開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発を開始したが18），1969年以後独自の開発体制を確立，

　　　　　　1　心電図自動診断の沿革　　　　　　　　IBM／Bo皿er＿1プログラム19）20）の実用化に成功した。

　1960年前後米国のPipbergerらグループは，ディ　　　このIBMプログラムは臨床的にも高く評価され，

ジタルコンピュータを使用してはじめて心電図の処理　　現在でも有償提供という形で広く利用されている。本

を行った3）6）。その当時はまたミニコソピュータが誕　　邦においてもほぼ同様の発展過程を経たが少し異なる

生した時期にもあたるが，その頃のミニコソは現在の　　点は，1971年愛知県総合保健センターの健診システム

ものに比し演算処理速度，記憶容量などの点で格段に　　の1部として実用化されたように，当時の健診ブーム

劣っていた。彼らは記憶容最の制約から標準12誘導心　　にのり主としてスクリーニソグを目的とした利用方向

電図にくらべデータ量が1／4に縮少できるフラソク誘　　で進んだことである。それらの診断プPグラムはミネ

導心電図を用い，磁気テープを媒体としたオフライン　　ソタコードによる枝分かれ方式が主流で，米国でのあ

システムで研究を行っていた。それ以来，この心電図　　くまでも臨床的な実用性を追求した方向に比し，この

のコンピュータによる処理は，医学分野での情報処理　　　ような集検をめざしたわが国の方向はその診断プログ

のコンピュータ化にとって格好の材料として取り上げ　　ラムの精度の向上を遅らせ，臨床家に理解されにくい

られ，米国をはじめ日本，欧州各地に急速に拡大して　　原因を招く結果となったといわれる21）。

いった。その頃より数年間は心電図解析における研究　　　現在，こうした発展過程を経てきた心電図白動診断

・開発時代とも言われる。当初は心電図波形の自動計　　　も診断プPグラムの有償利用が活用されるようになっ

測に主眼が竃かれ，波形上の雑音除去やP波，QRS　　てきてほぼ実用化の水準に達し，いくつかの実用化・

波，T波のパターンを正確に認識し，分類を行うため，　商業化システムが多くの施設でそれぞれの目的に応じ

情報科学で扱われる各種手法の応用が試みられ最適な　　た形態で利用されている22）。’また，最近のマイクロコ

方式の開発に努力がはらわれていた7）’11）。本邦にお　　　ンピュータのve展teみられるように，情報科学分野に

いては米国よりやや遅れて1962年頃より心電図の・ソ　おける・・一ドウ・ア，ソフトウ・ア面の急速な技術Pt

ピュータ処理が活発化し，木村12），野村ら13），岡島　　新にともなって，それらを有機的に利用した多様な実

ら14）15），松尾ら16）の研究がこの分野に大きく貢献し　　用化システムが生まれてきている。現在，これら実用

た17）。これらの流れの中で一歩先んじていた米国の各　　化システムには2つの大きな方向があって，大規模な

研究グループも実用化という点から徐々に整理された　　　コソピュータシステムをセンターに設置し，電話回線

形となり，やがて3大グループに統一されてきた。こ　　を利用して心電図の解析を行う電話診断サービスと，

れらグループのプ戸グラムは3大プログラムと呼ばれ，　　ミ＝コンピュータを中心に主として大中病院内での心

擁率論的手法を用いたPipbergerらのプログラム1’　　電図処理を目的としたパッケージシステムとも呼ばれ

枝分かれ法によるCaceresらおよびSmithらのプロ　　る院内システムとに分かれる5）。しかし技術面では，

グデムであり，この流れは今日にもおよんでいる（図　　たとえば著者らが利用しているようなパッケージシス

1）。その後，心電図の診断論理の手法としては情報　　テムにも電話伝送機能が付加されているように両者の

理論で最も単純な手法である枝分かれ論理がその主流　　共通する面は多い。さらにまたこれらの実用化システ

を占めるようになった。解析対象の心電図は標準12誘　　ムの診断プログラムをマイクロコンピュータシステム

導が主体となり，これらは各施設や病院で試験と改良　　に乗せ換え，端末心電計に内臓させ，システムのマイ

を璽ねて徐々に臨床的実用価値を高めてきた。　　　　　クロ化を計ったスタンドアロン方式（IBM社の5880
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やマルケット社のMAC－1心電図解析装畳）が出現　　情報や診断結果の送受僑用に変復調装置（モデム；

してきた。ただし本方式は日本でいうマイコソ心電計　　modulator・demodulator）が端末側およびセソター

とは性能面でやや異なる。　　　　　　　　　　　　　　側に装備される。現在の電話伝送方式は，FM式（周

　またこの方式は心電図の長蒔間蓄積ができないとい　　波数変調式；Frequency　Modulation）｝こよるアナロ

う欠点があるが，電話伝送を利用して上記の大規模シ　　グ伝送が主である。その搬送周波数は，日塞が1，020，

ステムやパッケージシステムとのネットワークを構成　　1，700，2，380Hzを使用，米国では1，075，1，935，

することにより，それらのシステムの大容量の心電図　　2，　365Hzを使用している。般近は雑音に弱いFM方

データベースを有機的に利用でき，また時系列比較診　　式に変わりPCM（パルス符号変調；Pulse　Code

断なども可能となる。これらの安静時心電図の自動診　　M◎dulation）式によるディジタル伝送方式が利用され

断の発達過程で開発されてきたハードウ＝アとソフト　　るようになり，今後はこの方向に進むものと思われ

ウェァ技術は，運動負荷心電図解析や長時間記録心電　　る。

図（ホルター（Holter）心電図）の解析処理などにも　　　B　A／1）変換

多く応用されている。　　　　　　　　　　　　　　　　A／D変換装置は一般的に中央処理装置側に置かれ

　　　皿欄齢断システムの処購　禽諏こと1麟欝磁鍵麓麟，

　自動診断システムは心電図の収集を行う端末心電計，　すなわちアナログ信号は，以後のコンピュ・一’タ処理

解析の中心となるコンピュータ本体（digital　com－　　（ディジタル処理）のためle－一・定時間毎の数値化（標

puter）およびその周辺機器からなるハードウェアと，　　本化），つまりA／D変換が必要となる（図2）。この

それらを動かす各種プpsグラムや診断プログラムなど　　A／D変換の標本化頻度（サンプリソグレイトまたは

のソフトウェアから構成される。電話診断サービスシ　　周波数）は，一一般に原信号の最大周波数の2倍以上の

ステムにしろ，またパッケージシステムやスタンドァ　　頻度で標本化すれば原信号の情報は失われないという

ロン式にしろその機能面におけるハード構成およびソ　　サンプリソグ定理で決定される。心電図に含まれる周

フト面における心電図の解析処理の手順などはほぼ同　　波数の最大を1eOHzとすれば，サンプリソグレイト

じある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は200Hz（5msec間隔のA／D変換）でよいことに

　A　ハ＿ドゥxア構成　　　　　　　　　　　　　　なる。現在の実用化システムではほとんどが250Hz

　最近のミニコソピュータの大幅な性能向上により，　　（4msec間隔）のサンプリングレイトを採用している。

電話診断システムやパッケージシステムの中核となる　　またそのA／D変換精度は10bit（ビヅト）～12bitで

中央演算処理装置（CPU；Central　Pr。cessing　Unit）　　ある。ちなみにAHA（American　Heart　Associa．

にはミニコンピュータレベルのものを主体としたシス　　tion）の勧告ではサンプリソグレイトを500Hzとし

テム構成がそのほとんどである。それらのシステムの　　ているが・その場合メモリ容量の増が必要となり・さ

基本的ハード構成は，端末心電計（電話伝送機能つき　　らに処理速度や経済性での問題もでてくる。

のものもある），A・D変換装置（Analog・to－Digital

converter），　CPU本体（128KB（バイト）～512KB

の内部記憶容量を有する），心電図ストレージ用の外

部記憶装置（たとえば10MB～300MBの磁気ディス

クなど），補助記憶用のフロッピーディスク（128KB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　電　図

～256KB）およびシスアム編集用CRT（Cathode

こ窪、丁描篇甫謬IJ鎗2驚爆羅庶∵繋
時系列比較診断を考慮した心電図ストレージ用デ、ス　蹴綿開一　　　　ディジ幻レ値

クとして20，000件～50，000件の心電図を格納できる大　　　　　　図2　心電図波形のA／D変換

容量のものが用意されるようになり，またダウン時対

策としてデュアル装備などの配慮もなされている。電　　　C　波形認識・パラメータ抽出

話診断サー・　e’Xシステムでは，心電図波形，患者附帯　　　A／D変換され，ディジタル値化された各誘導ごとの
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安静時心電図の自動診断

心電図波形はパターン認識が行わ　　　　　　　　　　　mature　ventricular　contraction）を除外した全波

れ，診断論理にもとついたパラメ　　　　　　　　　　形を加鋒平均した代表波形からパラメータを抽出して

一タが抽出される，そのパラメー　　　　　　　　　　いる。第2は，現在の診断基準は主として熱ペソ式で

タを使用して診断論理が展開され　　　　　　　　　　　記録した波形から計測されたパラメータに基づいてお

分類，最終判定が行わ泌（図3）。　　　　り，・ンピ・一・計灘よるそれとの問セこ高騰惚こ

前処理では，呼吸，体動，電極　　　　　おけ磋カミみられ，その結果最終判定で医師と自動診

装着不良などによる基線の動揺や　　　　　　　　　　断との不一致が起こりうる点である。第3の点はS一

交流障害などの波形上の雑音除去　　　　　　　　　　　T間部の計測における偏位の評価である。特にSTの

がおもな処理内容である。これら　　　　　　　　　　　どの臨点での点をパラメータとして採用するかが問題

雑音の除去にはanalogフィルタ　　　　　　　　　　　となり，　R波またはS波の変曲点から何msec後の点

一やdigitalフィルターが用いら　　　　　　　　　　　を用いるか，あるいは何等分の点の値を用いるかであ

れるが，倒；目歪の点で有利である　　　　　　　　　　る。さらにこのST間部の波形を2次曲線近似法でパ

無位相フィルタLの応用も試みら　　　　　　　　　　ラメータ化しようとした試みもみられる27）。いずれに

れている23）．　　　　　　　　　せよこれらパラメータ計測や区分点認識処理における
デ、ジタル化した蝿図データ薇綱1・よ・　手法は，現在の各実用化システムVこと・て顛なノゥ

は一時的にメモリに格納された後，

QRS群，　ST間部・T波の3部
分の各起始点（onset　point），終

末、点　（end　point），　」頁，点　　（peak

point），底点（bottom　point）な

どの瀦（区分点講；P°1nt解析の腿手順

心電図入力

前　処　理

区分点認識
pラメータ計測

診断論理による

@分類・判定

解析結果出力
心拍数　　　No

く120BPM

．　　　　　　　　　　。　図3　心電図自動　　　　　　　　　　　　Ye＄

「ec°9”i‘i°n）処理がさ泌・こ　　　　　　　i，t」、タ鮪，　N。
れらの認識手順としては，波形の微分や差分値の最　　　　　　　　　　Q波無（Vn）

大・最小からまずQRS群を決定し，それを規準とし　　　　　　　　　　Yes

て時間的前後関係からP波，T波を決定する方法が一

般的である・P波，f波・F波，　u波，　WPWのデ　　　　噂幅　N・
ルタ波などの認識はコンピュータにとって最も苦手と　　　　　　　　　100mseo

する点で種々の数学的手法が試みられている22）24）25）。　　　　　　　　　　　　Yes

またこれらとは別なアプローチとして波形へのフー

頻脈論理，

WPW疑い

　へ

リ．z解析の応用26）も試みられたが，実用化には到って　　　　　　　　　　釈野　　　N。

いない。いずれにせよこれら区分点認識過程は，以後　　　　　　　　　　180mseo

の各処理過程に大きな影響を与えるものであり，自動　　　　　　　　　　　　Yθs

診断の精度を決定する最も重要な過程である。　　　　　　　　　　　　§

　波形の区分点認識処理が終わると，決形のパラメー

タ計測（抽出）鯉に移る．ここでは診断講・基づ　　YθSQRS酵（・・N°

いた分類や判定に必要な各種パラメータ，例えばP波，

QRS群，　T波の振幅値と極性や面積等，また時間幅

値と振幅値の組み合わせ値などの測定がなされる。こ　　　WPWタイプA

≧0

の際の問題点として，第1はこれらのパラ・一タ計測　　異常　　　…。V㈱9

WPWタイ　B
　異　常
（Q振幅≧

を一定時間取り込まれた波形（10秒間，10心拍）の全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他論理へ
部について行うか，あるいはその中の代表波形1つを

選択して行うかという点である。著者らの使用してい　　　　　　　　　次の論理へ

るシステムでは，特殊な波形（たとえばPVC；pre一　　　　　　図4　枝分かれ式診断論理の1例
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・ハウであり，心電図自動診断システムの評価にあた　　けるものである。しかしこの方法も現筏のところ診断

り診断プログラムの優劣もさることながら，この点の　　対象となる異常群の疾患名が11種に限定されており，

技術的精度が自動診断の良否を決定する重要な鍵とな　　さらに疾患名を拡大するためには厳密に選択された各

ろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疾患毎の集団をもとにした膨大なデータベースが必要

　D　心電図波形の分類・判定　　　　　　　　　　　　となるなどの問題点をもっている。また枝分かれ方式

　処理手順としては次に，抽出パラメータやその組み　　をとるIBM　Bonnerプログラムとの比較においても

合わせにもとついた心室肥大，心筋硬塞，右脚プロヅ　　枝分かれ法の優位が指摘されているが22），この確率論

クなどと診断カテゴリへの分類や判定が行われる。こ　　的アブP・一一チによる新しい心電図理論の展開に対する

の分類過程は一般に波形診断と調律診断に分けて処理　　期待もないわけではない。

さ論た、，、。この分舗のほとんどは，医師の　W欄齢断システム騨

蝿図診断の論理罷をそのまま半1別論YN、，．用い，パ　　ーマルケット社のMUSEシスァムー

ラメータの判定基準や条件を設定し，それらを照合し　　　信州大学医学部附属病院に昭和56年に導入された米

てYes，　Noの2進論理で判別・分類を進める枝分か　　国Marquette社製の心電図自動解析ストレージ検索

れ論理によっている。図4にこの枝分かれ方式による　　システムMUSE（Marquette　Universal　System

WPW診断の分類過程のフローチャートを示した。　　f。r　Electrocardiography）は，院内におけるシステ

この診断論理を用い信州大学病院のシステムで実際に　　ム検討期間を経て昭和57年5月より当病院心電図ルー

自動診断したWPW症候群の1例を図8に報告書形　　チソ検査の実稼動を開始した。このMUSEシステム

式で示してある。この枝分かれ法においてもパラメー　　のハードウェア構成は図5に示すように，MAC－1

タを判別する基準値の設定が重要となる。基準値との　　（Microcomputer　Augmented　Cardiograph）端末

大小関係で判別する場合，臨床的に明確な差がないに　　心電計2台，DEC社のDDP　11／34（256KB）の中

もかかわらず，設定基準値とのわずかな差によってほ　　央処理装置（CPU），心電図および診断結果などのデ

かの論理へ分枝することにより，最終判定で大きく異　　一タストレージ検索用80MB大容量ディスク（15，000

なってしまうという結果が生じる恐れもある。実際に　　件収納可）2台，心電図波形の記録と結果の印字を同

はこのような誤差を防ぐため，基準値（判別値）を細　　時にできるライタ／プリソタ，コンソールプリンタ

分化して複数段階でのチェックを行わせ，最終段階で　　（30文字／秒），編集ターミナル用CRTおよびCPU

確診，疑診，不確診などの分類へ帰結する手段がとら　　ダウン時における端末心電計からのデータの一時格納

れている。また枝分かれの各段階で，異なる重みづけ　　用としてのフロッピーディスク（40件収納可2台から

評点を与えそれらの加筑値の大小で分類しているもの　　構成されている。端末心電計からの心電図データの伝

もみられる28）。このように枝分かれ法による自動診断　　送は直接ないし電話回線のどちらでも可能である。図

の論理は，ほとんど医師の判別基準や診断論理をもと　　中の点線による結合部分は将来の拡張可能部分で，電

に構築されているから，臨床経験や電気生理学的琳象　　　話回線を有効に利用して院内の各部所や院外の他施設

との関係において医師に受け入れやすい利点がある。　　とのオンライソリアルタイム処理の拡張性を呈示した

その反面この診断論理を作成した医師以上の診断能力　　　ものである。

は期待できないという限界もある。　　　　　　　　　本システムの特徴は，ほかリシステムが自動診断に

　他方，これら枝分かれ法と異なる方法としてPip・　　おける前述した各処理（心電図収集，　A／D変換，前

bergerらの行っている確率論的アプローチがある29）。　処理，波形認識・分類・判定）のうち端宋側での心電

この方法は心電図のP波上の4点，QRS群上の8点，　図収集以外のすべての処理がCPU側に集中している

ST・T部上の8点での各振幅値をパラメータとする。　　のにくらべ，システム内での処理の分散化がみられる

これら20パラメータを座標軸とした多次元空間におい　　点である。すなわち，MAC－1端末側にA／D変換や

て，正常群，各疾患群のそれぞれの領域あるいは範囲　　波形の前処理（晶質管理）機能を受けもたせ，端末側

を多数例をもとに求め，この空間内に位置づけておく。　から高品質の心電図を供給することにより，本体の

診断すべき心電図がどの領域に属するかの確率を密度　　CPU側での負担を軽減し処理効率を高めるよう設計

関数で求め，この多次元空間内のある点として決定づ　　されている。それ故MAC－1心電計には，増協器・
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　　　　　　　　　　　　　　　　する枝分かれ方式である。当初はIBM／Bonnerプロ

　　　　　　　　　　　　　　　　グラムを利用していたが，その後改良を加えた独自の

　　　　　　　　　　　　　　　　マルケットプPグラムが開発され，本システムにもこ

　　　　　　　　　　　　　　　　れが載せられている。このマルケットプログラムは診

　　　　　　　　　　　　　　　　断クライテリアが120数個程度で，現在は成人の安静

　　　　　　　　　　　　　　　　時心電図専用のものである。診断論理には年令が加味

交流障害の自動除去　　　　　　　　されているが，身長・体重は入っていない。また，小

　　　　　　　　　　　　　　　　児用プログラムは開発中であるが，成人用の時系列比

　　　　　　　　　　　　　　　　較診断プPグラムは近く提供される予定である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　波形計測用のmeasu「ement　p「09「am（パタ　ソ

　　　　　　　　　　　　　　　　認識，パラメータ抽出）は，診断プPグラムのように

　　　　　　　　　　　　　　　　明らかにされておらず，その精度の評価は難しいが，

　　　　　　　　　　　　　　　　measurement　matrixを見るかぎりかなりの精度と
灘の自輔正（騨のドリ・ト）　評mfiできる．鶏のmea、。rem。。・m、・，i。の、伽

図7に示す。これは振1嘔，時間共2倍に拡大して記録

した心電図波形上にコンビ＝一タが認識したP波，

QRS群，　T波の各始点（onset）および終点（end）

を示す“△”印が描記されるので，波形の区分点認識

の精度を評価するのに便利である。このような配慮は

記録鞭の鋤修正　ほかのシステムでは見られない点である・またパラメ

図，MAC．1端勅鰍．紺る蝿図波吻　一タを計測する際，1°秒間に励込諏た舳綱波
　　　品質管理例　　　　　　　　　　　　　　　　形において特殊な波形（PVCなど）を除外し，残りす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べての波形を同期加算したものを1つの代表波形（平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　均化波形）として，それから各パラメータを測定して

記録器のほかに8bitマイクロコンピュータ（256　KB）　　いる点も大きな特徴である。

システムやA／D変換器（12bit精度）が内蔵されて　　　このMUSEシステムによって解析したリポートの

いる。心電図の取込は，標準12誘導心電図を3誘導毎　　　1例を図8に示した。12誘導の代表波形，較正値，リ

4回切換で行っているほかのシステムに比し，MUSE　　ズム観察用として時間を1／2に縮少した3種類の心電

では12誘導同時取込方式でその取込時間は10秒である。　図，2．5秒間の3誘導4回切換心電図（図には出して

サソプリソグレイト250HzでA／D変換された心電　　ない）などの波形記録があり，その上段に氏名，識別

図は，マイクロコンピ＝・一一タシステムによって，筋電　　番号などの思者属性，計測された基本パラメータ値，

図混入の程度の有無や誘導のつけまちがいがチェヅク　　および診断結果の説明と判定が印字されるリポート形

され，交流障害の除芸，基線の補正などの徹底した品　　式である。

質管理がなされる（図6）。チェックによりエラーが　　　信州大学医学部附属病院におけるMUSEによる診

生じると表示して操作員に知らせ対処を促し，無い場　　断結果と心電図専門医による診断との比較を図9に示

合はただちに心電図伝送を開始する。この点ほかのシ　　した。また1司図には最近，米国のVA　HospitalのR．

ステムでは一端CPU側へ心電図を伝送し，品質管理　　Smithらが行ったMUSEとA社，　B社との比較お

のチェックを行い，取り直しの場合は再度CPU側よ　　よび評価の結果もあわせて示した。我々の比較では

り端末側に指令を送る方式となっている。CPU側へ　　正常者を含めてランダムに抽幽した222名を対象に

の心電図伝送はディジタル方式で伝送時間は約20秒，　　MUSEで診断させ，同一心電図を専門医に判読して

CPUでの解析時間はほぼ4σ秒～60秒程度である。　　　もらい，正常，異常または境界域の3段階で判定した

　次にソフトウェア面についてであるが，MUSEシ　　時の一致率をみたものである。ここで軽い不一致と

ステムの診断プログラムは図1でも明らかなように米　　して示したものは，専門医が正常と判定したものを

国3大プログラムのR．Smithプログラムに端を発　　MUSEで境界域ないし異常の疑いと判定したもので，
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基本パラメータ（心拍数、P－R間隔、　QRS幅、　QT／QTG時間、　P・R・Tの各電気軸）

患者属性情報（氏名、lD番号、記録場所、年令、身長、体重、人種、性、
　　　　　　服用薬（ジギタリス等）、検査年月日）
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安静時心電図の自動診断

致

率

　　　　　　㎜不＿致　　　　　　　　　　　　床的有用性を評価する場合，その診断の正確さは医師

　　　　　　團軽い不磁　　　　　の診断と・ンピ・一タV・よる診断との一獅をもって

　　　　　　〔コー致　　　　　　　　　　　評価するのが一般的であるが・ただ単にその大小関係

，噺）　　　　　　　　でのみ漸をするのでなく落観的，科輸婚駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　16％　　　度の明確な設定の上に立っての比較が必要であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断の再現性における信頼度の点では，医師の心電

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図診断において同一の心電図を何人かの医師に見せた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合や，同一の心電図を同じ医師にある期間をおいて
50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断させた場合などその診断の一致率は必ずしも高く

　　　　　　　　　　　　　　　　　61％　　　　ない30）という。一方，コンピュータによる自動診断で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は同一の心電図を同じシステムに入力するかぎり，あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る診断精度でのまったく同一の結果が得られる。また

　　　MUSE　喫　　　長時間にわたる心電図処理においてもシステムトラブ

信騰院VA’麟蹴ta） i論犠溜難諜蒐麗獣
　図9　医師と自動診断の診断一致率　　　　　　うな自動診断は，診断といってもそれはあくまでも機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　械が行う判定であって，医師が行う最終診断にとって

1口％ Il％
23％

16％

i’言ξ孕

18」％

V02％

惇誠

羅24％’蕪
：27％

i蒙
23％

65％

50％ 61％

臨床的に有意の差が見られずほぼ同一視して良いと判　　臼動診断は常に補助的な役割を演ずるにすぎない・よ

断できるものである。同じMUSEにおいて軽い不一　　ってそれの評価に際し，自動診断システムを利用する

致率曙者らが18．1％，Smithらが24％とや螺な　側がそれぞれの使用目的に対して腰な診断継を正

るが，不一致率では各lt・11．7％と11％とほぼ同程度の　　しく把握した上で評価がなされるべきと思われる。

評価が得られた。この結果スクリーニソグとしての正　　　これら心電図自動診断の今後を展望した場合，現在

常・異常の判別では，異常を見落とさないための安全　　解決を迫られている課題は多い。たとえば小児心電図

性を考慮した正診率として80～90％の精度とMUSE　　の診断プログラムの開発，大容量心電図格納による

を評価できた。不一致群の内容としては，波形診断に　　心電図データベースの確立や時系列比較診断（se「ia1

おいて心室肥大分類での肥大や拡大の判定基準の差が　　comparison）プPグラムの開発，そのためのデータ

専門医との間に明らかに認められた。またT波の異常　　圧縮などの技術の確立。さらにマイクロコソピュータ

やQT延長とT波・U波の融合した判定にも多くの　　の鱒入と十分な活用によって端末心電計の機能拡大を

不一致が指摘された。一方心房細動の波形やWPW　　はかり，実用化システムの診断プログラムを端末側に

のデルタ波などはかなり正確に認識できよい一致を示　　載せ換え診断処理の大部分を端末側に受け持たせ，セ

した。調律診断では洞性徐脈の基準値やP－R間隔の　　　ンターとの大規模な電話回線を利用した広範囲のネッ

基準値の設定がやや異なっており不一致が多くみられ，　　トワークシステムの編成なども将来の重要な課題であ

また心房粗動，心室頻脈，心房ペーシングなどの判定　　り，これらは予防医学と相侯ってますます拡大化する

においても不一致の指摘が多くみられた。また10秒間　　一方である。

という心電図収集（取り込み）時間での不整脈診断の　　　以上安静時心電図の自動診断について述べたが，こ

限界については今後の問題として残る。現在，この　　の自動診断をささえている理論や技術はCCU（Coro・

MUSEは米国におけるパヅケージシステムのシェア　　nary　Care　Unit）の不整脈監視システム，運動負荷

で60％強と高い評価を受けているようであるが，著者　　心電図のコソピュータ監視および処理システム，ホル

らの使用経験から部分的診断基準の日本人向け乎直し　　ター（Holter）心電図解析処理システムなどと，バー

が強く望まれている。また小児専用の診断プログラム　　　ドウェア・ソフトウェアとも共通する部分が多く，心

の開発も早急を要する課題である。　　　　　　　　　　電図自動診断分野での今後の発展は，それらの分野に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対しても大きな影響を与えることになる。
　　　　　　　　V　結　　　語

　心電図自動診断システムやその診断プログラムの臨　　　稿を終わるに臨み，心電図自動診断システム，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛　山　喜　久

MUSEのシステ。評鵬よび駆鰭価・・関し，多面P・お・・て，　MEの立場から徽見と鰯力源った

大繰力と御励頓いた信州蝉医学部第・内科現法医学教鋤手岡島期学士に心より劇致します・

学教室．助獺本間達二先生をO…め洞講師小疇・の・・テ・の導入・・あ嫉罎かい御援助饗解

夫，助手吉陀郎，医員川齢佐・糠之，平林醐わ・た信州大輻醐1隅・院長’草間昌二搬，
秀光洞第1内科学教鋤手大久保tS－一，第・外科学同中央踏部長・金井砒搬ならびに輔作製劇

教鋤手井之川孝一，長嚇＋字欄・児科部賭林・樋酬・獺供を賜わ・焔韻羅徽大輪
齢東松本病院小児科医長黒田育子の諸勉加　合医学研究所M・部・岡島光治鞭こ深齢る龍

また本システムのハード・ソフト面および実際の運転　　を表します。
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